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１．平成20年２月期の連結業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 14,487 △2.6 △937 － △1,369 － △1,598 －

19年２月期 14,867 24.2 993 15.3 862 26.1 476 27.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 △131,666 80 － － △148.1 △11.6 △6.5

19年２月期 46,469 22 － － 35.6 8.9 6.7

（参考）持分法投資損益 20年２月期 －百万円 19年２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

20年２月期 11,339 261 2.3 21,534 57

19年２月期 12,197 1,896 15.5 156,218 17

（参考）自己資本 20年２月期 261百万円 19年２月期 1,896百万円

(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

20年２月期 △3,619 105 1,534 420

19年２月期 △1,872 △40 3,078 2,399

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年２月期 － － 3,000 00 3,000 00 36 6.5 2.6

20年２月期 － － － － 0 00 － － －

21年２月期（予想） － － － － 0 00 － － －

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 7,900 94.1 310 － 104 － 57 － 4,695 22

通期 16,000 10.4 650 － 300 － 165 － 13,591 43
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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）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

 　　　（注）詳細は、23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） 20年２月期 12,140株 19年２月期 12,140株

②　期末自己株式数 20年２月期 －株 19年２月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35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20年２月期の個別業績（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 14,259 △3.0 △953 － △1,382 － △1,607 －

19年２月期 14,705 23.7 978 17.5 848 29.2 463 34.0

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年２月期 △132,385 26 － －

19年２月期 45,178 79 － －

(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

20年２月期 11,163 251 2.3 20,726 29

19年２月期 12,141 1,895 15.6 156,128 35

（参考）自己資本 20年２月期 251百万円 19年２月期 1,895百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 7,707 99.3 298 － 93 － 51 － 4,200 99

通期 15,610 9.5 628 － 282 － 155 － 12,767 71

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成

績の分析」をご覧ください
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

　　　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油をはじめとする資源の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発

    した世界的な信用収縮懸念といった先行き不透明感はあるものの、景気の基調としては緩やかに拡大しております。

　当社グループの属する不動産業界におきましては、原油の高騰による建築コストの上昇、改正建築基準法の施行に

    伴う住宅着工戸数の減少、更には金融機関の住宅ローン融資の厳格化等の諸要因により、一次取得者層の購入意欲が

    減退した結果、特に、郊外エリアを中心に新築マンション市場の需給が急速に悪化しております。

　　　このような経営環境のもと、当社グループは、「快適で安全な暮らしやすい住まい作り」を基本理念として、創業

 　 以来、お客様に喜ばれることを第一に「supply surprise」を提供すべく「ロータリーパレス」というブランドのマ

　　ンション分譲事業を展開しております。「顧客ニーズに対応した商品企画力」及び「積極的外交営業」を強み・特長

 　 として、主にファミリー層の第一次取得者を対象に販売を行っております。

　　　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高14,487百万円（前年同期比2.6％減）、営業損失937百万円（前年同期

 　 は営業利益993百万円）、経常損失1,369百万円（前年同期は経常利益862百万円）、当期純損失1,598百万円（前年同

　　期は当期純利益476百万円）と減収減益となりました。

 

　　　事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。

 　（不動産販売事業）

      マンション分譲事業におきましては、来期以降も郊外エリアを中心に新築マンション市場の需給悪化が続くと予想

 　 されることから、竣工済み物件を中心に早期販売に努めて参りました。従来のエンドユーザーに対する販売のほか、

 　 事業会社に対する一棟販売等を積極的に行い、下半期の重点施策であります販売コストや金融コスト削減に重点を置

 　 いた結果、一部のプロジェクトでは原価割れによる販売を余儀なくされました。また、当連結会計年度より新規事業

 　 として参入いたしました「緑化事業」においては、来期以降の業績に寄与すべく組織体制の整備に注力して参りまし

    た。

　　　以上の結果、売上高14,260百万円（前年同期比3.0％減）、営業損失529百万円（前年同期は営業利益1,340百万

 　 円）となりました。

 

 　（不動産管理事業）

 　　 不動産管理事業におきましては、「ロータリーパレスマンション」７棟の竣工を迎えたため、管理戸数の増加に伴

 　 ない業績は順調に推移しております。

　　　この結果、売上高226百万円（前年同期比40.3％増）、営業利益18百万円（前年同期は営業利益89千円）となりま

 　 した。

 

　　② 次期の見通し

　　　次期の見通しにつきましては、わが国の経済情勢はサブプライムローン問題の影響による米国経済の減速や、資源

　　の高騰から消費財への価格転嫁による物価上昇の懸念など、景気に対して先行き不透明感が拭えない状況にあり

ます。このような経済環境の下、不動産業界においては、マンションの一時取得者層の購入意欲の減退により新築マ

ンション市場の需給が急速に悪化しております。

 　　 当社グループは、不動産市況の急激な悪化に迅速に対応するため、次期においても引き続き、各プロジェクトの販

売コストの見直し、金融費用等の削減を積極的に行うとともに、たな卸資産の圧縮にも力を入れて財務体質の改善に

注力してまいります。

      マンション分譲事業につきましては、引き続きマンション市況の低迷が予想され、前連結会計年度481戸から131戸

の減少を見込み350戸の計画で、売上高も8,500百万円（前連結会計年度に比べ1,809百万円減少）を想定しております。

前連結会計年度の中間期は販売棟数が8棟(計346戸)あり、一部販売会社による販売や当社営業人員が少人数の販売体

制となったため、販売力の低下を招きましたが、当連結会計年度においては通期の販売棟数が9棟（計421戸の内350戸

販売）となり、営業力が発揮できると見込んでおります。なお前連結会計年度に販売出来なかった一棟売り（計134

戸）に関してはエンドユーザー向けにすべて切り替えて販売しております。当連結会計年度中に竣工を予定している

物件は平成20年8月末2棟（52戸）、平成21年2月末1棟（70戸）があります。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

戸数
売上高

（百万円）
戸数 

 売上高（百
万円）

 戸数
 売上高（百

万円）
 戸数

 売上高（百
万円）

平成20年２月期（実） 14 306 51 1,127 47 1,132 369 7,743

平成21年２月期（予） 68 1,780 92 2,200 93 2,250 97 2,270
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     戸建分譲事業については、前連結会計年度分の完成物件12物件と当連結会計年度から新規物件34物件（内、24物件が

土地のみの販売）が加わり、合計46物件、1,960百万円の販売を想定しております。前連結会計年度は仲介業者に依頼

していたものを当連結会計年度からは仲介業者だけでなく自社販売による販売体制の強化を図ることにより、早期完売

を目指します。

 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

戸数
売上高

（百万円）
戸数 

 売上高（百
万円）

 戸数
 売上高（百

万円）
 戸数

 売上高（百
万円）

平成20年２月期（実） 3 76 7 194 7 184 7 188

平成21年２月期（予） 23 940 17 740 5 230 1 50

    不動産投資開発事業は、高利回りや採算の高い物件を選別し、利益率の向上を目指します。とくに金融や情報に強い

金融機関やファンド等と共同での仕入れ、販売にも力を入れ投下資本、販売経費等のリスク分散にも努めます。このこ

とから、当連結会計年度の販売は10物件程度を見込み4,600百万円（前連結会計年度に比べ1,313百万円増加）の売上高

を予想しております。また、提携先企業の情報ネットワークの活用で販売力の強化を目指します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

戸数
売上高

（百万円）
戸数 

 売上高（百
万円）

 戸数
 売上高（百

万円）
 戸数

 売上高（百
万円）

平成20年２月期（実） 1 603 2 1,656 1 830 1 197

平成21年２月期（予） 2 380 3 1,120 2 1,500 3 1,600

    リノベーション事業については、不動産市況の冷え込みから採算重視に力を入れており、当面は在庫の6物件の販売に

注力いたします。このことから、売上高は550百万円を予想しております。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

戸数
売上高

（百万円）
戸数 

 売上高（百
万円）

 戸数
 売上高（百

万円）
 戸数

 売上高（百
万円）

平成20年２月期（実） － － － － － － 1 18

平成21年２月期（予） 4 450 2 100 － － － －

 　　以上のことから、平成21年2月期の連結業績は、売上高16,000百万円、営業利益650百万円、経常利益300百万円、当

期純利益165百万円を見込んでおります。また、個別業績につきましては、売上高15,610百万円、営業利益628百万円、

経常利益282百万円、当期純利益155百万円を見込んでおります。前連結会計年度においては、一部原価割れの販売やた

な卸不動産の評価割れがあり大幅な営業損失、経常損失、当期純損失を計上いたしましたが、当連結会計年度において

は、たな卸不動産の評価割れのおそれがある物件については前連結会計年度で処理したため、上記記載のとおりの業績

予想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

      当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ858百万円減少し11,339百万円となりました。また負

 　 債は、前連結会計年度末に比べ776百万円増加し11,077百万円となりました。

      主な要因は、プロジェクトに対する用地等の取得により、たな卸資産が1,731百万円増加し、一方、建築工事代金

 　 の決済により買掛金が791百万円減少しました。これらの資金需要に対応するため現金及び預金が2,154百万円減少い

 　 たしました。また、短期借入金、１年内返済予定長期借入金及び長期借入金が1,577百万円増加いたしました。

      純資産は、当期純損失の結果、前連結会計年度末に比べ1,635百万円減少し261百万円となりました。

 

  　② キャッシュ・フローの状況

 　　 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,979百

　　万円減少し、420百万円となりました。

      当連結会計年度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3,619百万円（前年同期は1,872百万円の使用）となりました。

 　　　これは主に、税金等調整前当期純損失1,369百万円、たな卸資産の増加額1,731百万円及び仕入債務の減少額791百

 　　万円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）
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 　　　投資活動の結果増加した資金は105百万円（前年同期は40百万円の使用）となりました。

 　　　これは主に、定期預金の払戻による収入359百万円によるものであります。

 　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　財務活動の結果獲得した資金は1,534百万円（前年同期は3,078百万円の獲得）となりました

　　　 これは主に、短期借入れによる収入10,241百万円及び長期借入れによる収入2,951百万円によるものであります。

 

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期

自己資本比率（％） 10.9 15.5 2.3

時価ベースの自己資本比率（％） － 35.4 5.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 10.9 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.6 － －

　　自己資本比率：自己資本／総資産 

 　　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

          キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

          インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 　　　  （注１）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。

  　　　 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

  　　　 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

         （注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

 　　　　　　　　ております。

         （注５）平成18年２月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は非上場でありましたので記載し

 　　　　　　　　ておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　当社は、株主への長期的な利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。剰余金の配当につきまして

  は、将来の事業展開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、安定した配当を継続して実施していくこ

  とを基本方針としております。

    なお、当期・次期の剰余金の配当につきましては、当社の業績を踏まえ、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きます

 

(4）事業等のリスク

　　当社グループの経営成績及び財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがありま

  す。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信発表日（平成20年４月10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 法的規制について

      当社グループは、不動産業界に関連する法的規制を受けており、主な規制は以下の通りであります。これまでにこ

 　 れらの法的規制によって重大な影響を受けたことはありませんが、今後新たな規制の制定や改廃が行われた場合、当

    社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

不動産販売事業

 宅地建物取引業法

        建物の区分所有等に関する法律

        住宅の品質確保の促進等に関する法律　

        国土利用計画法

        都市計画法

        建設士法

        建築基準法

        土地基本法

        各地方自治体における条例など

        不当景品類及び不当表示防止法

        不動産の表示に関する公正競争規約
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        建設業法

 

不動産管理事業

         マンションの管理の適正化の推進に関する法律

 

       当社グループは、内部管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めており,決算短信発

 　  表日現在において、免許・許可の取り消しや更新拒否の事由に該当する事実はありません。しかし、万一将来にお

   　いて、これらの法令等に定められた事項に当社グループが違反した場合には、免許取り消しを含む行政処分がなさ

　 　れること等により、当社グループの事業活動や業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 　　(当社)

法令名 免許・許可番号 有効期間

宅地建物取引業法 国土交通大臣（１）第6842号
自　平成16年３月３日

至　平成21年３月２日

建設業法 東京都知事許可（特－15）第120995号
自　平成15年11月10日

至　平成20年11月９日

 　 （子会社）　

法令名 免許・許可番号 有効期間

マンションの管理の適正化

の推進に関する法律
国土交通大臣（１）第032553号

自　平成15年12月12日

至　平成20年12月11日

 

② 経済情勢の変動について

当社グループは、不動産業界に属し、首都圏近郊において不動産販売事業を行っております。当該事業は、企業の

 　リストラや減損会計の導入等に伴う遊休土地の売却や、個人所有の土地等で相続に伴う納税資金確保のための不動産

 　売却等による用地の供給動向と最終需要者である住宅購入者の動向に左右される傾向にあります。

　　 さらに、当該購入者の需要動向は、景気動向、金利動向、地価動向及び住宅税制等の影響を受けやすいため、金利

 　の上昇、用地取得価格の上昇や住宅税制の変更等があった場合には、購入者の購買意欲の減退に伴う需要の減少や同

 　業他社との競争激化に伴う販売価格の低迷、並びに販売期間の長期化や、売上原価率の上昇による利益の圧迫等によ

 　により、当社グループの業績等が影響を受ける可能性があります。

 

 　③ 有利子負債への依存について

 　　当社グループの不動産販売事業に係わる事業用地取得資金は、主に金融機関からの借入金によって調達しており、

 　用地取得から顧客への引渡しまで１年以上の期間を要することもあるため、事業拡大等によりたな卸資産が増加し、

 　有利子負債が増加する傾向にあります。その結果、総資産額に占めるたな卸資産の割合は、前連結会計年度は、

 　68.9％、当連結会計年度は89.4％と高い水準になっております。

負債純資産合計に占める有利子負債の割合は、前連結会計年度は46.6％、当連結会計年度は63.9％と高い水準にな

っております。

 (連結貸借対照表)

 
前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）   

たな卸資産（Ａ） 8,409,547 10,141,035

総資産（Ｂ） 12,197,551 11,339,070

（Ａ）／（Ｂ） 68.9％ 89.4％ 

（負債の部）   

短期借入金 434,600 4,173,036
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前連結会計年度

（平成19年２月28日）
当連結会計年度

（平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

１年内返済予定長期借入金 1,484,004 2,489,310

１年内償還社債 100,000 100,000

社債 200,000 200,000

長期借入金 3,450,152 283,648

未払金 6,079 3,570

長期未払金 3,546 －

有利子負債（Ｃ） 5,678,381 7,249,564

負債純資産合計（Ｄ） 12,197,551 11,339,070

（Ｃ）／（Ｄ） 46.6％ 63.9％ 

④ 業績の季節変動について

     当社の売上高は、過去実績においてマンションの引渡時期が年末から春先のシーズンに集中するため下半期に集中

 　する傾向があり今後につきましても同様の事象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。

 　（前事業年度については上期に期首在庫と上期竣工物件の販売が好調だった為、上下のバランスが例年より改善して

　 おります。）また、期末月の引渡し予定物件が翌月にずれ込む場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

 　す。過去３事業年度における当社の上半期、下半期の経営成績は以下のとおりであります。

 

前々事業年度 
 （自　平成17年３月１日

 至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

上半期  下半期 通　期 上半期 下半期 通　期 上半期 下半期 通　期

売上高 (千円)
1,407,923
( 11.8％) 

10,478,049
( 88.2％) 

 11,885,972
(100.0％) 

7,130,966
(48.5％)

7,574,917
(51.5％)

14,705,883
(100.0％)

3,965,748
 (27.8％)

10,293,790
(72.2％) 

14,259,538
(100.0％) 

営業利益 (千円)
 △433,659
 (　―　)

 1,266,372
 (152.1％)

 832,712
 (100.0％)

586,877
(60.0％)

391,785
(40.0％)

978,663
(100.0％)

△368,045
 (38.6％)

△585,527
(61.4％) 

△953,573
 (100.0％)

　　　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の括弧書きは、通期数値に占める上半期、下半期の比率であります。

 

 　⑤ 販売に係る広告宣伝費等の費用について

 　　当社では、自社の認知度を高め、分譲物件の販売促進を図る目的から広告宣伝や販売促進活動を重視しており、当

 　社ブランドの確立並びに業績向上のため、広告宣伝や販売促進等への費用投下を行っております。今後とも販売戦略

 　において費用効果を勘案しつつ広告宣伝や販売促進活動を行っていく計画でありますが、予定通りの宣伝効果や販売

　 促進効果が得られない場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 　⑥ マンション建設に対する近隣住民の反対運動について

 　　当社グループのマンション分譲にあたり、建設地が属する自治体の条例に従い、既存建物の解体から新規建設にい　

 　たるまで、事前に周辺住民に説明会を実施する等の近隣対策を講じております。しかしながら、開発中の騒音、電波

 　障害、日照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生することがあり、その解決に時間が必要となった

 　場合、工期遅延や追加費用が発生することによって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 　⑦「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について

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

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

 　の供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万全を期すように努めるとともに、財団

 　法人住宅保証機構による住宅性能保証の付与を平成15年より実施しております。また、販売後には、マンション総合

管理サービスを実施しております株式会社総和コミュニティが、あらゆるクレームに対して、法令上の責任に基づき

　 真摯な対応に努めております。

　しかしながら、当社開発物件において、何らかの原因により、瑕疵が発生した場合は、クレーム件数と補修工事の
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   増加等を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

   ⑧「建築物の耐震強度」の適正性の確保について

     当社は、地震多発国日本の事情を考慮した「建築物の耐震強度確保」は、建築基準法上重要な基準であると認識し

   ております。しかしながら、平成17年11月に発覚した「耐震偽装問題」は、故意により大幅に基準を下回る耐震強度

 　の建築物が、本来事前に、国土交通省指定検査機関による検査により指摘されるべき法令違反が、遺憾ながら見落と

 　されたという事件が発覚いたしました。

 　　当社といたしましては、同事件発覚後直ちに、次の社内ルールを定めました。第一に、設計事務所への業務を委託

 　するにあたり、「構造計算」の設計事務所を事前に把握し、その信頼性の確認を行います。第二に、従来の建築確認

 　時の構造計算の検査に加え、別の国土交通省指定検査機関による検査を行ない「二重検査体制」を実施しておりま

 　す。さらに、住宅保証機構による住宅性能保証を平成15年より付与しており、今後も引き続き新規物件の加入を継続

 　することにより、住宅保証機構の建築工事検査を受けることによるチェック体制と完成後の保証による建築物の安全

 　性及び資産性の確保に努めております。

 　　かかる３重の検査体制を引いておりますが、何らかの複合的な誤謬により、適正な耐震強度が確保されていないこ

 　とが発生した場合には、適正基準への変更工事の必要性があり、その追加的コスト捻出のため、当社グループの業績

 　に影響を及ぼす可能性があります。

 

 　⑨ マンション建設の外注先の影響について

 　　当社は、マンション建設については、建設会社に一括発注し、主に民間（旧四会）連合会協定工事請負契約約款に

 　基づく工事請負契約を締結しております。また、建築工事の進捗状況については、当社建築事業部が定期的な管理を

 　行っております。

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

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

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

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

 　ープの業績に影響を及ぼす場合があります。

 

　 ⑩ 訴訟について

     決算短信提出日現在、業績に重大な影響を及ぼす訴訟は提起されておりません。しかし、今後、当社が建築中の分

 　譲マンションに関し近隣住民から様々なクレームが発生した場合、これらを起因とする訴訟その他の請求が発生する

 　可能性があります。訴訟等の結果によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

   ⑪ 人材の確保について

 　  当社グループの退職者は、平成19年２月期に22名、平成20年２月期に47名発生しており、総従業員に対する退職率

   が高くなっております。

   　当社グループでは、優秀な人材の確保と育成を重要な経営課題と捉え、平成19年２月期より定期の新卒採用を行

   い、適宜中途採用を行っております。新規に採用した人材に対して、職種別研修及び階層別研修を実施し、早期の職

   務技能の修得を目指しております。また、個人ごとの業績評価については、社内各部門ごとに適した評価制度を定

   め、適正な人事考課を実施することで、優秀な人材の定着に努めております。特に用地仕入れを担当する事業本部と

   販売を担当する営業本部に所属する従業員については、業務の成果が当社の成果に直結することから、その他の部門

   とは別の報酬体系を定め、成果に応じたインセンティブを付与しております。

     しかしながら、こうした施策にも拘らず、従業員の定着度が高まらない場合や、雇用の需給関係から当社が求める

   人材が充分確保できない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

   ⑫ 個人情報保護法について

 　  当社グループは、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」の規制を受けております。この規制に即

   し、当社グループでは、全役職員共通の「個人情報保護規程」を平成17年３月１日に規程化し、同法を遵守する体制

   作り、強化を進めております。ＯＡシステム上では、個人情報ファイル保管の厳重化を図り、監視ソフトウエアの導

 　入を検討し、個人情報漏洩防止に備えております。

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

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

 　あります。
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２．企業集団の状況
　　 当社グループは、当社及び連結子会社であります株式会社総和コミュニティにより構成されており、不動産販売事

 　業及び不動産管理事業を行っております。各事業の内容は以下の通りであります。

 

 　(1) 不動産販売事業

　　　　不動産販売事業においては、当社が、第４期より自社ブランドの分譲マンション「ロータリーパレスマンショ

 　　 ン」、第11期より自社ブランドの戸建「ロータリーガーデン」の企画・開発・販売を行っており、主に東京都、神

    　奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏エリアにおいて、ファミリー層の一次取得者を対象に営業を展開しております。

     　 また、物件の規模によっては、当社単独での事業化リスクを勘案の上、共同事業方式を行い、用地仕入等にかか

    　る資金負担を軽減し、当社の強みとする企画・開発・販売に特化しております。

   (2) 不動産管理事業

      　不動産管理事業においては、連結子会社であります株式会社総和コミュニティが、「ロータリーパレスマンショ

  　　 ン」を中心とした当社販売マンションの総合管理サービスを行っております。

 

  　 このように、グループ企業が一体となって分譲マンション・戸建の企画・開発から販売、マンションの総合管理に

 　至るマンション・戸建に関する業務に対応しております。

 　事業の系統図は以下の通りであります。
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仲介業者 

 

建設会社 

 

株
式
会
社
総
和
地
所 

（
連
結
子
会
社
） 

株
式
会
社
総
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

土地 

土地代金 

不動産仲介 

仲介手数料 

設計監理委託 

設計監理 

建築工事発注 

建築工事 

 

共
同
事
業
主 

 

一
般
顧
客 

共同事業契約 

 

不
動
産
業
者 

販売委託 

販売手数料 

マンション販売 

戸建販売 

 

販
売
会
社 

購入代金 購入代金 
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〈当社グループ〉 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　　 当社グループでは、住宅企画・開発・販売から、お客様である居住者の皆様へ快適な暮らしのサポートを行ってお

 　ります。このように、長期的に、お客様にご満足を頂くために、住まいの安全性、資産性を念頭に、当社独自の経営 

 　理念のもとに、たゆまぬ努力を続けていく所存であります。

 　<経営理念>

 　快適で安全な暮らしやすい住まい作りのなかに「Supply Surprise」を提供し続ける総合デベロッパーを目指す。

 　<行動規範>

　 社員は、創造力、実行力を発揮し、肩書きなどにとらわれることなく自由闊達に活動する。

　 そして、常にお客様に、「Supply Surprise」 を実現し続けること。

 

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、総合的な収益力を示す指標として、売上高経常利益率を特に重視しております。また、株主の観

　 点からは株主資本利益率（ROE）を重視しております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、社会や市場の急速な変化に対応すべく、営業体制の強化、管理体制の強化、マーケティング能力

 　の向上等、実情に応じた将来展望を描きつつ経営を推進してまいりました。今後、当社の商品ブランドであります「

 　ロータリーパレスマンション」シリーズのブランド強化を最重要課題として捉え、その実現・実行のために以下の事

 　項の達成を目標としております。

　＜達成項目＞

  　①ブランド力の向上

 　 ②仕入れの強化

    ③住宅関連事業の展開

    ④人材の確保と人材育成の強化

    ⑤財務体質の強化

 

(4）会社の対処すべき課題

 　　今後とも当社グループを取り巻く経営環境は厳しくなることが予想されますが、更なる成長と収益力の向上を図る

 　ため下記の課題に取組んでまいります。

 

 　　① ブランド力の向上

 　　　当社グループは、自社開発マンション事業を、第４期（平成12年２月期）からスタートし、当連結会計年度末ま

 　　でに累計で40を超えるプロジェクトを手がけております。各プロジェクトの分譲戸数は、最小で10戸から最大で228

 　　戸のプロジェクトと規模的なばらつきがあります。大型プロジェクトには、共用施設の充実などを図り、それぞれ

 　　が個性的で固有の特徴・セールスポイントを有しております。このように地域にあった個性的な商品開発をメイン

 　　テーマと捉え、更にアフターサービスの充実により信用力を高めて、ブランド力の向上に努めていきます。

 

   　② 用地仕入体制の強化

       当社グループにおいて、プロジェクトの用地取得は最重要課題であり、業界においてあらゆる情報を他社に先駆

     けて積極的に収集し、更に購入するか否かの意思決定を迅速に行ってまいります。

 

     ③ 住宅関連事業の展開

       当社グループの連結子会社であります株式会社総和コミュニティにおきまして、当連結会計年度より新規事業と

     して「緑化事業」に進出いたしました。緑化事業とは、ビルの屋上や壁面に植栽物を設置して、二酸化炭素の削減

     に貢献する社会的意義のある事業であります。

       今後、当社グループの業績に貢献できるように体制の整備に注力してまいります。

 

　　 ④ 人材の確保と人材育成の強化

　　　 当社グループの今後の成長のためには人材確保と人材育成の強化が急務であります。人材の採用については、第

 　  11期（平成19年２月期）より定期の新卒採用を行い、適宜中途採用を行っております。人材育成については、各組

     織における専門知識の取得を報奨金制度により奨励し、社外の研修プログラムを利用した社員研修制度の拡充を進

     めてまいります。
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 　　⑤ 財務体質の強化

 　　　当社グループの不動産販売事業は、用地の取得から物件の引渡しまで１年以上の期間を要することから、事業を

 　　拡大には多額の資金が必要となり、主に金融機関からの融資により資金調達をしております。今後は、銀行借入だ

 　　けでなく多様な資金調達を図り財務体質の健全性の向上に努めてまいります。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載しております。

 

 （6）その他、会社の経営上重要な事項

 　　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  2,645,838   490,925  △2,154,913

２．売掛金   815,981   220,239  △595,741

３．たな卸資産 ※１  8,409,547   10,141,035  1,731,487

４．繰延税金資産   48,809   1,302  △47,507

５．その他   113,377   248,527  135,150

流動資産合計   12,033,555 98.7  11,102,031 97.9 △931,524

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  23,760   23,760    

減価償却累計額  7,090 16,669  9,403 14,356  △2,313

(2）その他  273   2,783    

減価償却累計額  58 214  1,073 1,709  1,494

有形固定資産合計   16,884 0.1  16,065 0.2 △818

２．無形固定資産   2,250 0.0  1,974 0.0 △276

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   34,765   44,567  9,801

(2）繰延税金資産   13,457   705  △12,752

(3）その他   100,988   178,478  77,489

貸倒引当金   △4,351   △4,751  △400

投資その他の資産合計   144,860 1.2  218,999 1.9 74,138

固定資産合計   163,995 1.3  237,039 2.1 73,043

資産合計   12,197,551 100.0  11,339,070 100.0 △858,480
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前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  3,624,174   2,833,168  △791,006

２．短期借入金 ※１  434,600   4,173,036  3,738,436

３．１年内返済予定長期借
入金

※１  1,484,004   2,489,310  1,005,306

４．未払金   529,039   550,406  21,367

５．未払法人税等   207,462   172,880  △34,581

６．賞与引当金   25,758   20,452  △5,306

７．その他   313,259   308,939  △4,319

流動負債合計   6,618,298 54.3  10,548,194 93.0 3,929,895

Ⅱ　固定負債         

１．社債   200,000   200,000  －

２．長期借入金 ※１  3,450,152   283,648  △3,166,504

３．退職給付引当金   22,100   25,718  3,618

４．その他   10,511   20,080  9,568

固定負債合計   3,682,763 30.2  529,446 4.7 △3,153,317

負債合計   10,301,062 84.5  11,077,640 97.7 776,578

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   450,600 3.7  450,600 4.0 －

２．資本剰余金   366,600 3.0  366,600 3.2 －

３．利益剰余金   1,079,048 8.8  △555,806 △4.9 △1,634,854

株主資本合計   1,896,248 15.5  261,393 2.3 △1,634,854

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  240 0.0  36 0.0 △203

評価・換算差額等合計   240 0.0  36 0.0 △203

純資産合計   1,896,488 15.5  261,429 2.3 △1,635,058

負債純資産合計   12,197,551 100.0  11,339,070 100.0 △858,480
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   14,867,659 100.0  14,487,331 100.0 △380,327

Ⅱ　売上原価   11,886,740 80.0  12,883,548 88.9 996,807

売上総利益   2,980,918 20.0  1,603,783 11.1 △1,377,134

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  658,285   859,796    

２．販売手数料  145,972   209,926    

３．給与及び賞与  499,707   551,338    

４．賞与引当金繰入額  25,758   20,452    

５．退職給付費用  15,150   7,032    

６．その他  642,137 1,987,012 13.3 892,802 2,541,348 17.6 554,336

営業利益又は営業損失
（△）

  993,906 6.7  △937,564 △6.5 △1,931,470

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,259   2,626    

２．受取配当金  1,063   1,174    

 ３．違約金収入  17,000   －    

 ４．不動産取得税還付金  13,072   4,625    

 ５．保険解約返戻金  8,486   －    

 ６. 受取保険金  －   4,993    

７．その他  4,274 45,154 0.3 1,642 15,061 0.1 △30,092

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  121,673   278,687    

２．融資手数料  32,933   163,781    

３．その他  21,528 176,135 1.2 4,270 446,738 3.1 270,603

経常利益又は経常損失
（△）

  862,925 5.8  △1,369,241 △9.5 △2,232,167

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※ 141 141 0.0 － － － △141

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  862,784 5.8  △1,369,241 △9.5 △2,232,025

法人税、住民税及び事
業税

 382,499   168,769    

法人税等調整額  3,739 386,239 2.6 60,424 229,193 1.5 △157,045

当期純利益又は当期純
損失（△）

  476,545 3.2  △1,598,434 △11.0 △2,074,980
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年２月28日　残高（千円） 115,800 31,800 629,503 777,103

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 334,800 334,800  669,600

利益処分による役員賞与   △27,000 △27,000

当期純利益   476,545 476,545

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）

334,800 334,800 449,545 1,119,145

平成19年２月28日　残高（千円） 450,600 366,600 1,079,048 1,896,248

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年２月28日　残高（千円） 78 777,181

連結会計年度中の変動額   

新株の発行  669,600

利益処分による役員賞与  △27,000

当期純利益  476,545

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

162 162

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

162 1,119,307

平成19年２月28日　残高（千円） 240 1,896,488
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当連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年２月28日　残高（千円） 450,600 366,600 1,079,048 1,896,248

連結会計年度中の変動額     

　剰余金の配当   △36,420 △36,420

当期純損失   △1,598,434 △1,598,434

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）

  △1,634,854 △1,634,854

平成20年２月29日　残高（千円） 450,600 366,600 △555,806 261,393

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成19年２月28日　残高（千円） 240 1,896,488

連結会計年度中の変動額   

  剰余金の配当  △36,420

当期純損失  △1,598,434

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△203 △203

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△203 △1,635,058

平成20年２月29日　残高（千円） 36 261,429
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税金等調整前当期純利益又は税
金調整前当期純損失(△）

 862,784 △1,369,241 △2,232,025

減価償却費  3,014 13,754 10,740

貸倒引当金の増減額（減少：
△）

 △1,655 400 2,055

賞与引当金の増減額（減少：
△）

 3,608 △5,306 △8,915

退職給付引当金の増減額（減
少：△）

 11,142 3,618 △7,524

固定資産除却損  141 － △141

受取利息及び受取配当金  △2,322 △3,800 △1,478

支払利息  121,673 278,687 157,014

売上債権の増減額（増加：△）  △711,780 595,341 1,307,122

たな卸資産の増減額（増加：
△）

 △3,276,278 △1,731,487 △1,544,790

仕入債務の増減額（減少：△）  2,163,113 △791,006 △2,954,119

未払金の増減額（減少：△）  △261,891 24,676 286,568

前受金の増減額（減少：△）  △110,009 10,355 120,364

未払消費税等の増減額（減少：
△）

 1,418 △1,589 △3,007

未収消費税等の増減額（増加：
△）

 74,782 △120,485 △195,268

その他  △82,817 △38,688 44,128

小計  △1,205,076 △3,134,771 △1,929,694

利息及び配当金の受取額  2,322 3,800 1,478

利息の支払額  △127,185 △283,244 △156,058

法人税等の支払額  △543,014 △205,337 337,677

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,872,955 △3,619,553 △1,746,597
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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  △31,634 △183,779 △152,145

定期預金の払戻による収入  20,856 359,456 338,600

有形固定資産の取得による支出  △873 △2,510 △1,637

無形固定資産の取得による支出  △1,040 － 1,040

投資有価証券の取得による支出  △4,137 △10,145 △6,007

貸付けによる支出  － △21,000 △21,000

貸付金の回収による収入  1,200 20,000 18,800

長期前払費用の増加による支出  － △63,970 △63,970

その他  △25,287 7,294 32,582

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △40,916 105,345 146,261

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入れによる収入  1,852,000 10,241,500 8,389,500

短期借入金の返済による支出  △1,649,920 △6,503,064 △4,853,144

長期借入れによる収入  5,655,000 2,951,000 △2,704,000

長期借入金の返済による支出  △3,472,004 △5,112,197 △1,640,193

社債の発行による収入  96,320 100,000 3,679

社債の償還による支出  △50,000 △100,000 △50,000

株式の発行による収入  653,415 － △653,415

長期未払金の減少による支出  △6,079 △6,079 －

配当金の支払額  － △36,187 △36,187

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 3,078,732 1,534,970 △1,543,761

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  1,164,860 △1,979,236 △3,144,097

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,234,944 2,399,805 1,164,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,399,805 420,568 △1,979,236
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

────── 　当社グループは、当連結会計年度末時点において債務超過

の状況にありませんが、近年の不動産市況の急激な悪化によ

り、当連結会計年度において当期純損失1,598百万円を計上い

たしました。その結果、連結貸借対照表の純資産が261百万円

まで減少し、過少資本の状況に至りました。このような状況

のため、各金融機関に対して返済スケジュールおよび建築会

社に対する支払スケジュールの見直しを要請したこと、また、

２期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスとなってい

ることなどから継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。

　このような状況を解消するために当社は、下記の改善施策

の実施を決定いたしました。

 1. 既存物件の販売方針と借入金等の返済方針

 　① マンション分譲事業

   マンション分譲事業については、現在、千葉県、埼玉県及

び茨城県を中心に連結貸借対照表上「販売用不動産」が10物

件（305戸）6,448百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が3

物件1,060百万円計上されています。従来マンション分譲事業

では竣工後在庫となるプロジェクトはあまり見受けられませ

んでしたが、当連結会計年度末において「販売用不動産」が

増加した主な理由は、当社マンションの顧客層である中堅・

低所得者向けのローン審査が厳しくなったことが原因であり

ます。

   当社としては自社の営業マン40名体制でおおよそ1年間をか

けて全戸を販売し借入金を返済する計画ですが、売れ残った

場合には価格の見直しや卸販売といった対応も検討しており

ます。また、金融機関及び建築会社への返済は通常マンショ

ン竣工後３ヶ月末を最終弁済期限としていますが、今後1年間

にわたり在庫販売する方針のため、支払期限が到来する物件

に関しては、順次金融機関及び建築会社とリスケジュール及

びリファイナンスを前提に新たに決済条件を決め契約してい

く必要があります。現時点で債務を負っている金融機関は不

動産投資開発事業、戸建分譲事業も含めて合計で19社、建築

会社は13社であります。

   ② 不動産投資開発事業

   不動産投資開発事業においては、「販売用不動産」が２物

件、319百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が１物件428

百万円計上されています。販売方針に関してはマンション分

譲事業と基本的に同じ方針であります。

   ③ 戸建分譲事業

   戸建分譲事業においては、「販売用不動産」が１物件、50

百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が８物件1,809百万円

計上されています。販売方針に関してはマンション分譲事業

と基本的に同じ方針であります。

 ２．新規物件についての方針

　マンション分譲事業における新規物件は、マンション事業

用土地に関しては当面取得する予定はありません。ただ、利

回りのいい既存マンションの一棟売りを取得し、販売するな

ど、機動性があり採算が合う物件に関しては意欲的に取り組

む所存であります。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　不動産投資開発事業における物件に関しても、利回り採算

の高い物件や、ある程度の客付けの見えた物件に関してのみ

取り扱う方針であります。また、大型投資案件については、

ジョイントによる仕入販売に取り組み極力リスクを軽減し、

徹底した採算重視の方針を堅持していきます。

　戸建分譲事業については、新規の事業用土地取得は現状リ

スクが高いため仕入れは停止しております。

 ３．当社の財務戦略について

 上記の借入金等返済方針に記載のとおり、在庫の販売で借

 入金等を返済していくことを基本としております。但し、一

 時的な運転資金ニーズもあることから当社は、平成20年４月

10日開催の取締役会の決議に基づき、ＡＩＦＧ株式会社を割

当先とする第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の

決議をしております。詳細は、「重要な後発事象」の項を参

 照下さい。

 　当社グループは今後も事業を継続して企業価値の回復と向

 上を目指すためには、財務体質の改善が急務となっておりま

 す。これを実現するため今回の資金調達により有利子負債を

 圧縮すること及び新たな資金調達手段を確保することによ

 り、効率的且つタイムリーな資金投入や今回の調達する資金

 と同時にイーアイティー社との業務提携に基づく新規事業を

 含めて的確に収益チャンスを捉え、業容の拡大を図っていき

 たいと考えております。従って、今回の資金調達が当社の財

 務基盤、経営基盤の拡大のために大きく寄与できるものと考

 えております。

 ４．業務提携について

　当社は株式会社イーアイティーと不動産事業のＩＴ化に関

 する業務提携について平成20年４月10日付けで基本合意に至

 りました。基本合意している内容は下記の通りです。

  ① 当社オリジナルの不動産ネットオークションシステム

　② 販売用マンションの賃貸化のためのシステム開発・導入

  ③ タッチパネルによる動画の街頭広告

　今回の業務提携は、相互に保有している事業のノウハウと

 ネットワークを活用して相乗効果を創出し、さらに両者の企

 業価値の向上を目的としております。

 　従って連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ていません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　１社

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の名称

　株式会社総和コミュニティ

同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　          同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売用不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

ａ　販売用不動産及び仕掛販売用不動産

同左

ｂ　貯蔵品

最終仕入原価法

ｂ　貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年 

その他　　　　6年

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とおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年 

その他　　　　 5年～15年

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）によ

る定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

①　社債発行費

同左 

②　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

②       ―――――――――――

 

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当連結会計年度負担額を計

上しております。

②　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

③　退職給付引当金

　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（自

己都合退職による期末要支給額）を計上

しております。

③　退職給付引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用し

た金利スワップについては、特例処理の

要件を充たしているため、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

 

 

 

③　ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資金調達コ

ストの軽減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしているため、

有効性の評価を省略しております。

 

 

(7）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

　なお、控除対象外消費税等については、

発生年度の費用として処理しております。

消費税等の会計処理

同左

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価は、全

面時価評価法によっております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資でありま

す。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

    　　　　　 ―――――――――――

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。　　

  従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,896,488千

円であります。

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 　　　　　　　 ―――――――――――

  　

  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　　           ―――――――――――

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書）

 投資活動によるキャッシュ・フローの「長期前払費用の

増加による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的に重要性が増したため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「長

期前払費用の増加による支出」は、8,254千円であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

たな卸資産 　4,534,470千円

（販売用不動産・仕掛販売用不動産） 

合計 4,534,470千円

たな卸資産 　8,058,148千円

（販売用不動産・仕掛販売用不動産） 

合計 8,058,148千円

(2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

　 　 344,000千円

　　1,460,000千円

長期借入金 3,405,000千円

合計 5,209,000千円

買掛金

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

1,225,548千円

4,129,700千円

　　2,371,138千円

長期借入金       220,000千円

合計      7,946,386千円
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前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

　２　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権設定

登記が完了するまでの間、当社は実行された住宅ロー

ン債務を保証しており、当連結会計年度末における保

証債務残高は1,925,200千円であります。

　２　保証債務

　マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権設定

登記が完了するまでの間、当社は実行された住宅ロー

ン債務を保証しており、当連結会計年度末における保

証債務残高は817,700千円であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※　固定資産除却損の内訳 ※　　　       ―――――――――――

無形固定資産 141千円

合計 141千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 1,014 11,126 ― 12,140

合計 1,014 11,126 ― 12,140

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

(注)１. 普通株式の発行済株式総数の増加11,126株の内訳は次のとおりであります。

　　　   株式分割による増加　　　　　　9,126株

　　　　 一般募集増資による増加　　　　2,000株

 

 　　　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

　(1）配当金支払額

　 該当事項はありません。

 　(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 36,420  利益剰余金 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月25日
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 12,140 ― ― 12,140

合計 12,140 ― ― 12,140

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

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 36,420 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月25日

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

              該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,645,838千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △246,033千円

現金及び現金同等物 2,399,805千円

現金及び預金   490,925千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △70,356千円

現金及び現金同等物    420,568千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
「その他」

17,634 9,647 7,986

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

有形固定資産
「その他」

32,227 15,184 17,043

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,038千円

１年超 4,404千円

合計 8,442千円

１年内 4,904千円

１年超   12,723千円

合計      17,627千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 479千円

支払リース料      6,395千円

減価償却費相当額      5,536千円

支払利息相当額    986千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．             ―――――――――――　　

 

１年内 2,046千円

１年超 －千円

合計 2,046千円
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 － － － 4,000 4,170 170

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 8,360 8,765 405 2,507 2,631 123

小計 8,360 8,765 405 6,507 6,801 293

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － 5,998 5,766 △232

小計 － － － 5,998 5,766 △232

合計 8,360 8,765 405 12,505 12,567 61

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 26,000 32,000
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１　取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

当社グループは、金利関連で金利スワップ取引のデ

リバティブ取引を利用しております。

　　　　　　　　 ―――――――――　

 

 

(2）取引に対する取組方針

金利変動リスクのヘッジと資金調達コストの軽減を

目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機

目的では利用しない方針であります。

 

 

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金の将来の金利市場にお

ける変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、テリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

 

 

①　ヘッジ会計の方法

当連結会計年度にヘッジ会計を適用した金利ス

ワップについては、特例処理の要件を充たしてい

るため、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

 

 

 

③　ヘッジ方針

金利変動リスクのヘッジと資金調達コストの軽減

のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

 

 

④　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理の要件を充たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを

有しております。なお、取引の契約先は信用度の高

い国内金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よる信用リスクは僅少であると認識しております。

 

 

(5）取引に係る管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、取

締役管理本部長が代表取締役社長の承認を得て行っ

ております。

 

 

２　取引の時価等に関する事項

当社グループのデリバティブ取引には、特例処理を適

用しているため、記載を省略しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

イ．退職給付債務 22,100千円       25,718千円

ロ．退職給付引当金 22,100千円            25,718千円

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

イ．勤務費用 15,150千円       7,032千円

ロ．退職給付費用 15,150千円       7,032千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

当連結会計年度
（平成20年２月29日）

　当社及び連結子会社は、従業員の自己都合退職による退

職金の期末要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用し

ております。

同左

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 15,496千円

賞与引当金 10,486千円

退職給付引当金 8,748千円

広告宣伝費否認 13,111千円

その他 14,998千円

繰延税金資産小計 62,841千円

評価性引当額 △408千円

繰延税金資産合計 62,432千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △164千円

繰延税金資産の純額 62,267千円

繰延税金資産

未払事業税 14,371千円

賞与引当金  8,327千円

退職給付引当金 10,262千円

広告宣伝費否認 4,253千円

たな卸資産評価損 702,182千円

その他  28,050千円

繰延税金資産小計  767,448千円

評価性引当額 △765,439千円

繰延税金資産合計   2,008千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △24千円

繰延税金資産の純額    1,983千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.5％

評価性引当額  △0.5％

留保金課税 3.0％

住民税均等割 0.1％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
44.8％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
△1.1％

評価性引当額  △55.9％

留保金課税  △0.4％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△16.7％
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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

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
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 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 14,705,883 161,775 14,867,659 － 14,867,659

営業費用 13,365,108 161,685 13,526,794 346,958 13,873,752

営業利益 1,340,774 89 1,340,864 (346,958) 993,906

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 11,771,610 77,012 11,848,623 348,927 12,197,551

減価償却費 1,764 93 1,858 1,156 3,014

資本的支出 1,492 420 1,913 － 1,913

　（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以下のとおりであります。

不動産販売事業　……　マンション等の販売

不動産管理事業　……　マンション等の管理運営

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346,958千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は348,927千円であり、その主なものは親会社での

余剰運用資金（定期預金等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

不動産販売事
業（千円）

不動産管理事
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 14,260,420 226,910 14,487,331 － 14,487,331

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 14,260,420 226,910 14,487,331 － 14,487,331

営業費用 14,789,790 207,929 14,997,720 427,175 15,424,896

営業利益又は営業損失（△） △529,369 18,981 △510,388 (△427,175) △937,564

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 10,943,097 92,626 11,035,724 303,345 11,339,070

減価償却費 1,449 46 1,496 2,108 3,604

資本的支出 － － － 2,510 2,510

　（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以下のとおりであります。

不動産販売事業　……　マンション等の販売

不動産管理事業　……　マンション等の管理運営

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427,175千円であり、その主なもの

は親会社本社の総務経理部門等管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は303,345千円であり、その主なものは親会社での

未収消費税、余剰運用資金（定期預金等)及び長期投資資金（投資有価証券等）等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28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。

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

属性
会社等の
名称

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

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 － －

当社取締

役社長

（被所有）

直接　35.5
－ －

当社借入金の

被保証

（注）２．(1)

69,156 － －

リース債務の

被保証

（注）２．(2)

2,820 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より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。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。今後

は、当該借入以外の銀行借入について、信用保証協会への保証委託並びに取締役社長個人への連帯保証委

託を行う予定はありません。

(2）当社は、リース契約にかかるリース債務に対して当社取締役社長辻秀樹より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。

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

 （１）役員及び個人株主等

属性
会社等の
名称

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

役員及びそ

の近親者
辻　秀樹 － －

当社取締

役社長

（被所有）

直接　35.5
－ －

当社借入金

の被保証

（注）２．

(1)

109,320 － －

借入

（注）２．

(2)

30,000 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）当社は、銀行借入のうち信用保証協会への保証委託を利用している借入に対して、当社取締役社長辻秀樹

より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。これは保証委託の約定上元本

の完済迄、取締役社長個人の連帯保証を受けることが要件となっていることによるものであります。

 （２）子会社等

属性
会社等の
名称

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

子会社

株式会社

総和コ

ミュニ

ティ

  － 20,000
 マンショ

ン管理業
直接　100 ４名

マンショ

ン管理
借入 20,000  － －

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
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   (企業結合等関係)

前連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 156,218円17銭

１株当たり当期純利益金額 46,469円22銭

１株当たり純資産額   21,534円57銭

１株当たり当期純損失金額   131,666円80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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年７月11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

の前連結会計年度における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 73,982円39銭

１株当たり当期純利益金額 37,118円85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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当基準損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 476,545 △1,598,434

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
476,545 △1,598,434

期中平均株式数（株） 10,255 12,140

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

―――――――――　  （業務・資本提携等の提携）

 　当社は、平成20年4月10日開催の取締役会の決議に基づき、ＡＩ

ＦＧ株式会社とみなとみらいフロンティア株式会社との間で、業

務・資本等の提携に関する契約書を締結しております。

 ① 提携の理由

 　米国のサブプライム問題に端を発した世界的金融不安などを背景

に、不動産業界の不透明感は益々深刻化し、当社を取り巻く環境は

一段と厳しさを増しております。こうした中で、当社の主力である

マンション市場が需要の冷え込みで伸び悩みを見せており、当社グ

ループにおいては、たな卸資産および有利子負債の増加などが生じ、

財務体質の改善が急務であります。

 　今般、当社財務体質の健全化を目的に、上場・未上場企業の財務

支援で実績のあるＡＩＦＧ株式会社とみなとみらいフロンティア株

式会社と財務における業務・資本提携を契約いたしました。

 ② 提携内容

 　ＡＩＦＧ株式会社は、これまで4社の未上場企業に対し投資をお

こない、上場支援をおこなっている投資およびコンサルティング会

社です。当社のビジネスにご理解をいただき、第三者割当増資と新

株予約権を引き受けていただきました。第三者割当増資および新株
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

予約権の引受にともない、ＡＩＦＧ株式会社から今後、当社取締役

会の過半数の人員が当社取締役に就任予定で、ともに財務体質の改

善を図っていく予定です。

 　また当社グループにおきましては辻秀樹が引き続き代表取締役を

務め不動産事業の再建を図るとともに、ＡＩＦＧ株式会社より共同

で代表取締役として一名が就任することで合意しています。

 　また、みなとみらいフロンティア株式会社は、横浜を拠点に、銀

行、外資系商社・メーカーの財務担当経験者をアドバイザリーとし

て擁し、上場・未上場企業のM&A、財務アドバイザリー、資金調達

支援をおこなうコンサルティング会社です。ＡＩＦＧ株式会社の第

三者割当増資および新株予約権の引受にともない、みなとみらいフ

ロンティア株式会社と業務提携を結び、複数名の財務アドバイザ

リーによって、有利子負債の圧縮、財務体質の改善を支援するとと

もに、新規事業における資金調達支援を行ってまいります。

 　尚、本契約においては、本契約の目的を害する第三者割当による

新株発行、転換社債発行または新株予約権の発行の禁止などを合意

しております。

 

　(第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行)

　当社は、平成20年４月10日開催の取締役会の決議に基づき、下

記の通り第三者割当により新株式及び新株予約権の発行の決議を

しております。

 Ⅰ. 第三者割当による新株式発行要領

　１．発行新株式数　　　　　普通株式8,400株

　２．発行価額　　　　　１株につき41,800円

  ３. 発行価額の総額　　　　351,120,000円

  ４. 資本組入額　　　　　　１株につき金20,900円

  ５. 募集又は割当方法　　　第三者割当の方法によります

  ６. 申込期間　　　　　　　平成２０年４月２４日（木）

  ７. 払込期日　　　　　　　平成２０年４月２５日（金）

  ８. 新株券交付日　　　　　平成２０年５月２日（金）

  ９. 割当先及び割当株式数　　ＡＩＦＧ株式会社　8,400株

 Ⅱ. 新株予約権の発行要領

 １． 本新株予約権の名称　株式会社総和地所第１回新株予約権  

（以下「新株予約権」という。）

２． 本新株予約権の総数

　　　１０５個

３．本新株予約権の発行価格

　　 本新株予約権１個当り100,000円

４．本新株予約権の払込期日

  　 平成２０年４月２５日

５．本新株予約権の割当日

   　平成２０年４月２５日

６．募集の方法

　 第三者割当の方法により105個をＡＩＦＧ株式会社に割当てる。

 ７．本新株予約権の目的である株式の種類および数

(1) 目的となる株式の種類　　普通株式

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は10,500株の数とする

（新株予約権１個当たりの目的となる株式（以下「割当株式数」と

いう。）は100株）。

　但し、下記第(2)号及び第(4)号により割当株式数が調整される場

㈱総和地所（3239）平成 20 年２月期決算短信

－ 36 －



前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数

に応じて調整されるものとする。

(3) 当社が第10項の規定に従って行使価額（以下に定義する。）の

調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但

し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる

算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 (4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数

の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を

行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及び

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第10項

第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 ８．新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額

に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発行・移転す

る場合における株式１株当りの払込金額（以下「行使価額」とい

う。）は、42,700円とする。

 ９．行使価額の修正

 第13項に定める新株予約権の取得に係る通知がなされてから取得

日までの期間に本新株予約権の行使を行う場合には、新株予約権の

行使時の行使価額の120％に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた金額に修正するものとする。

 10．行使価額の調整

 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由

により当社の発行済み普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整

式」という。) により調整するものとする。

既発行

株式数
＋

新発行・処分株式数× １株当りの発行・

処分価額

調整後行

使価額
＝

調整前行

使価額
× 時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する

場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式

又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求でき

る権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、

株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場

合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用

する。

②　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを

適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定

める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行

又は付与する場合

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又

は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使

価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の

場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降こ

れを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第

(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する

場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤　本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力

の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の

承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日まで

に本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算

出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株券の交付につい

ては第17項の規定を準用する。

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当　

　　　該期間内に発行・移

転された株式数 

株式数 ＝ 調整後行使価額

 この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行

使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行

わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額

に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて

適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社ジャ

スダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日におい

て当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第

(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数

は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当

社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に

掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認

を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のため

に行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由

の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後

の行使価額を初めて適用する日が第９項に基づく行使価額の修正日

と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わな

いものとする。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適

用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う

旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号

⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 11. 新株予約権の行使請求期間

平成20年4月25日から平成22年4月24日（第13項各号に従って本新株

予約権の全部または一部が取得される場合には、取得される本新株

予約権については、取得のための通知がなされた日）までとする。

 12.その他の本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

 13.本新株予約権の取得事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した

場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、(ⅰ)本新株予約権証

券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条の規定

に従って通知し、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場合は、

会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び通知を

したうえで、当社取締役会の定める取得日に、本新株予約権１個当

り100,000円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全

部または一部を取得することができるものとする。一部取得する場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

 (2) 当社は、当社が株式交換及び株式移転により他の会社の完全子

会社となることを当社の株主総会で決議した場合は、(ⅰ)本新株予

約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条

の規定に従って通知し、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場

合は、会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び

通知をしたうえで、当社取締役会の定める取得日に、本新株予約権

１個当り100,000円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約

権の全部を取得する。
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

 14.本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会に報告するものとす

る。

 15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本

金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の

額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算定された資本

金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数

を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備

金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

 16.本新株予約権の期中行使があった場合の取扱い

本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金（会社

法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）は、本新株予約

権行使の効力発生日の属する配当計算期間の初めに本新株予約権行

使の効力が発生したものとみなして、これを支払う。

 17.本新株予約権証券の行使請求の方法

(1) 新株予約権を行使する場合、所定の行使請求書に必要事項を記

載してこれに記名押印したうえ、これを第11項記載の行使期間中に

第21項記載の行使請求受付場所に提出するものとする。当該行使に

係る本新株予約権につき本新株予約権証券が発行されている場合は、

行使請求書に当該本新株予約権証券を添付しなければならない。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求書の提出に加え

て、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金に

て第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むも

のとする。　

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全

部が第21項記載の行使請求受付場所に到着し、且つ当該本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入

金された日に発生する。

 18.株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。

 19.新株予約権証券の発行

　本新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある時に限り発行す

るものとします。

 20.本新株予約権の発行価額及び行使に際しての払込をなすべき額

の算定根拠

発行価格の算定根拠は、ブラックショールズモデルに基づいて算定

をし、行使価格の算定根拠については、本新株予約権発行に関する

決議を行った取締役会決議日(平成２０年４月１０日)前日までの２

０営業日の株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株

式の終値の平均値(41,871円)に、プレミアム1.98%を乗せ42,700円と

した。

本新株予約権には行使価格の下方修正条項は付していない。

 21.行使請求受付場所

株式会社総和地所　管理本部

 22.払込取扱場所

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　　世田谷支店

 23.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額

総額　  458,850,000円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当
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前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

社が新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減少す

る。

 24. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、

行使請求に

かかる本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の総額に、

行使請求にかかる本新株予約権発行価格の総額を加えた額を、別記

「新株予約権の目的となる株式の数」記載欄の株式の数で除した額

とする。

 25.その他

(1) 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生

を条件とする。

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役

社長に一任する。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,582,848   416,420  △2,166,428

２．売掛金   815,370   212,400  △602,970

３．販売用不動産 ※１  4,538,879   6,818,270  2,279,391

４．仕掛販売用不動産 ※１  3,867,160   3,297,890  △569,269

５．貯蔵品   3,396   3,965  569

６．前払費用   93,229   110,361  17,131

７．未収消費税等   8,650   126,283  117,632

８．未収入金   6,853   4,714  △2,138

９．繰延税金資産   47,642   －  △47,642

10．その他   1,721   1,408  △312

流動資産合計   11,965,751 98.6  10,991,715 98.5 △974,036

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  23,160   23,160    

減価償却累計額  7,048 16,111  9,294 13,865  △2,246

２．器具及び備品  273   2,783    

減価償却累計額  58 214  1,073 1,709  1,494

有形固定資産合計   16,326 0.1  15,574 0.1 △751

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   985   709  △276

２．電話加入権   1,214   1,214  －

無形固定資産合計   2,200 0.0  1,924 0.0 △276
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前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   34,765   44,567  9,801

２．関係会社株式   20,000   20,000  －

３．出資金   1,140   1,240  100

４．破産更生債権等   2,854   3,254  400

５．長期前払費用   20,547   23,444  2,896

６. 敷金及び保証金   67,922   65,517  △2,405

７．繰延税金資産   12,810   －  △12,810

８．その他   1,496   1,496  －

貸倒引当金   △4,351   △4,751  △400

投資その他の資産合計   157,186 1.3  154,768 1.4 △2,417

固定資産合計   175,713 1.4  172,267 1.5 △3,445

資産合計   12,141,464 100.0  11,163,982 100.0 △977,482

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  3,602,640   2,799,171  △803,468

２．短期借入金 ※１  434,600   4,173,036  3,738,436

３．１年内返済予定長期借
入金

※１  1,484,004   2,459,310  975,306

４．１年内償還予定社債   100,000   100,000  －

５．未払金   527,796   520,168  △7,627

６．未払費用   39,056   32,905  △6,150

７．未払法人税等   205,905   168,588  △37,316

８．前受金   7,865   15,491  7,625

９．預り金   138,729   113,027  △25,701

10．賞与引当金   24,290   18,402  △5,888

11. その他   －   27,043  27,043

流動負債合計   6,564,887 54.1  10,427,145 93.4 3,862,257
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前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   200,000   200,000  －

２．長期借入金 ※１  3,450,152   241,148  △3,209,004

３. 繰延税金負債   －   24  24

４．退職給付引当金   20,515   23,991  3,476

５．その他   10,511   20,055  9,543

固定負債合計   3,681,178 30.3  485,219 4.3 △3,195,959

負債合計   10,246,066 84.4  10,912,365 97.7 666,298

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   450,600 3.7  450,600 4.0 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  366,600   366,600    

資本剰余金合計   366,600 3.0  366,600 3.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  21,000   21,000    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  330,000   330,000    

繰越利益剰余金  726,957   △916,619    

利益剰余金合計   1,077,957 8.9  △565,619 △5.0 △1,643,577

株主資本合計   1,895,157 15.6  251,580 2.3 △1,643,577

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  240 0.0  36 0.0 △203

評価・換算差額等合計   240 0.0  36 0.0 △203

純資産合計   1,895,398 15.6  251,617 2.3 △1,643,781

負債純資産合計   12,141,464 100.0  11,163,982 100.0 △977,482
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   14,705,883 100.0  14,259,538 100.0 △446,344

Ⅱ　売上原価   11,802,567 80.3  12,746,370 89.4 943,803

売上総利益   2,903,316 19.7  1,513,168 10.6 △1,390,148

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  657,498   857,995    

２．販売手数料  145,972   209,926    

３．役員報酬  116,582   136,820    

４．給与及び賞与  464,395   511,902    

５．賞与引当金繰入額  24,290   18,402    

６．退職給付費用  14,158   6,890    

７．福利厚生費  77,375   81,894    

８．支払手数料  －   189,512    

９．減価償却費  2,972   3,538    

10．賃借料及びリース料  75,176   81,706    

11．租税公課  92,452   133,011    

12．その他  253,778 1,924,652 13.0 235,141 2,466,741 17.3 542,088

営業利益又は営業損失
（△）

  978,663 6.7  △953,573 △6.7 △1,932,236

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  785   2,107    

２．有価証券利息  449   457    

３．受取配当金  1,063   1,174    

４．受取業務手数料  1,200   1,200    

５．違約金収入  17,000   －    

 ６．不動産取得税還付金  13,072   4,625    

 ７．保険解約返戻金  8,486   －    

 ８. 受取保険金  －   4,993    

９．その他  4,274 46,330 0.3 1,642 16,200 0.1 △30,129
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  117,966   273,331    

２．社債利息  3,706   4,130    

３．社債発行費  3,679   4,270    

４．融資手数料  32,933   163,781    

５．株式交付費  16,184   －    

６．その他  1,663 176,135 1.2 － 445,513 3.1 269,378

経常利益又は経常損失
（△）

  848,858 5.8  △1,382,886 △9.7 △2,231,745

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※１ 141 141 0.0 － － － △141

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  848,716 5.8  △1,382,886 △9.7 △2,231,603

法人税、住民税及び事
業税

 380,852   163,653    

法人税等調整額  4,552 385,405 2.6 60,617 224,270 1.6 △161,134

当期純利益又は当期純
損失（△）

  463,311 3.2  △1,607,157 △11.3 △2,070,468

         

売上原価明細書

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

用地費  2,961,796 25.1 2,228,302 17.5 △733,494

購入不動産  382,964 3.2 2,861,556 22.4 2,478,592

外注建築工事費  7,961,244 67.5 7,031,110 55.2 △930,133

経費  496,561 4.2 625,400 4.9 128,839

売上原価合計  11,802,567 100.0 12,746,370 100.0 943,803

　（注）　購入不動産とは、販売目的で取得した賃貸集合住宅及び分譲土地に係る原価であります。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立

金
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高
（千円）

115,800 31,800 21,000 230,000 390,646 641,646 789,246

事業年度中の変動額        

新株の発行 334,800 334,800     669,600

利益処分による役員賞与     △27,000 △27,000 △27,000

別途積立金の積立    100,000 △100,000 － －

当期純利益     463,311 463,311 463,311

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）

334,800 334,800 － 100,000 336,311 436,311 1,105,911

平成19年２月28日　残高
（千円）

450,600 366,600 21,000 330,000 726,957 1,077,957 1,895,157

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年２月28日　残高
（千円）

78 789,324

事業年度中の変動額   

新株の発行  669,600

利益処分による役員賞与  △27,000

別途積立金の積立  －

当期純利益  463,311

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

162 162

事業年度中の変動額合計
（千円）

162 1,106,073

平成19年２月28日　残高
（千円）

240 1,895,398
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当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立

金
繰越利益剰
余金

平成19年２月28日　残高
（千円）

450,600 366,600 21,000 330,000 726,957 1,077,957 1,895,157

事業年度中の変動額        

剰余金の配当     △36,420 △36,420 △36,420

当期純損失     △1,607,157 △1,607,157 △1,607,157

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）

    △1,643,577 △1,643,577 △1,643,577

平成20年２月29日　残高
（千円）

450,600 366,600 21,000 330,000 △916,619 △565,619 251,580

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年２月28日　残高
（千円）

240 1,895,398

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △36,420

当期純損失  △1,607,157

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△203 △203

事業年度中の変動額合計
（千円）

△203 △1,643,781

平成20年２月29日　残高
（千円）

36 251,617
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

────── 　当社は、当事業年度末時点において債務超過の状況にあり

ませんが、近年の不動産市況の急激な悪化により、当事業年

度において当期純損失1,607百万円を計上いたしました。その

結果、貸借対照表の純資産が251百万円まで減少し、過少資本

の状況に至りました。このような状況のため、各金融機関に

対して返済スケジュールおよび建築会社に対する支払スケ

ジュールの見直しを要請したこと、また、２期連続して営業

キャッシュ・フローがマイナスとなっていることなどから継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　このような状況を解消するために当社は、下記の改善施策

の実施を決定いたしました。

 1. 既存物件の販売方針と借入金等の返済方針

 　① マンション分譲事業

   マンション分譲事業については、現在、千葉県、埼玉県及

び茨城県を中心に貸借対照表上「販売用不動産」が10物件

（305戸）6,448百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が3物

件1,060百万円計上されています。従来マンション分譲事業で

は竣工後在庫となるプロジェクトはあまり見受けられません

でしたが、当事業年度末において「販売用不動産」が増加し

た主な理由は、当社マンションの顧客層である中堅・低所得

者向けのローン審査が厳しくなったことが原因であります。

   当社としては自社の営業マン40名体制でおおよそ1年間をか

けて全戸を販売し借入金を返済する計画ですが、売れ残った

場合には価格の見直しや卸販売といった対応も検討しており

ます。また、金融機関及び建築会社への返済は通常マンショ

ン竣工後３ヶ月末を最終弁済期限としていますが、今後1年間

にわたり在庫販売する方針のため、支払期限が到来する物件

に関しては、順次金融機関及び建築会社とリスケジュール及

びリファイナンスを前提に新たに決済条件を決め契約してい

く必要があります。現時点で債務を負っている金融機関は不

動産投資開発事業、戸建分譲事業も含めて合計で19社、建築

会社は13社であります。

   ② 不動産投資開発事業

   不動産投資開発事業においては、「販売用不動産」が２物

件、319百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が１物件428

百万円計上されています。販売方針に関してはマンション分

譲事業と基本的に同じ方針であります。

   ③ 戸建分譲事業

   戸建分譲事業においては、「販売用不動産」が１物件、50

百万円計上され、「仕掛販売用不動産」が８物件1,809百万円

計上されています。販売方針に関してはマンション分譲事業

と基本的に同じ方針であります。

 ２．新規物件についての方針

　マンション分譲事業における新規物件は、マンション事業

用土地に関しては当面取得する予定はありません。ただ、利

回りのいい既存マンションの一棟売りを取得し、販売するな

ど、機動性があり採算が合う物件に関しては意欲的に取り組

む所存であります。
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　不動産投資開発事業における物件に関しても、利回り採算

の高い物件や、ある程度の客付けの見えた物件に関してのみ

取り扱う方針であります。また、大型投資案件については、

ジョイントによる仕入販売に取り組み極力リスクを軽減し、

徹底した採算重視の方針を堅持していきます。

　戸建分譲事業については、新規の事業用土地取得は現状リ

スクが高いため仕入れは停止しております。

 ３．当社の財務戦略について

 上記の借入金等返済方針に記載のとおり、在庫の販売で借

 入金等を返済していくことを基本としております。但し、一

 時的な運転資金ニーズもあることから当社は、平成20年４月

10日開催の取締役会の決議に基づき、ＡＩＦＧ株式会社を割

当先とする第三者割当による新株式及び新株予約権の発行の

決議をしております。詳細は、「重要な後発事象」の項を参

 照下さい。

 　当社は今後も事業を継続して企業価値の回復と向上を目指

 すためには、財務体質の改善が急務となっております。これ

 を実現するため今回の資金調達により有利子負債を圧縮する

 こと及び新たな資金調達手段を確保することにより、効率的

 且つタイムリーな資金投入や今回の調達する資金と同時にイ

 ーアイティー社との業務提携に基づく新規事業を含めて的確

 に収益チャンスを捉え、業容の拡大を図っていきたいと考え

 ております。従って、今回の資金調達が当社の財務基盤、経

 営基盤の拡大のために大きく寄与できるものと考えておりま

 す。

 ４．業務提携について

　当社は株式会社イーアイティーと不動産事業のＩＴ化に関

 する業務提携について平成20年４月10日付けで基本合意に至

 りました。基本合意している内容は下記の通りです。

  ① 当社オリジナルの不動産ネットオークションシステム

　② 販売用マンションの賃貸化のためのシステム開発・導入

  ③ タッチパネルによる動画の街頭広告

　今回の業務提携は、相互に保有している事業のノウハウと

 ネットワークを活用して相乗効果を創出し、さらに両者の企

 業価値の向上を目的としております。

 　従って財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

 このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していませ

 ん。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産及び仕掛販売用不動産

　個別法による原価法

(1）販売用不動産及び仕掛販売用不動産

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年

器具及び備品　6年

(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とおりで

あります。

建物　　　　　10年～22年

器具及び備品　 5年～15年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）によ

る定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）社債発行費

同左

 

(2）株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(2）　  ―――――――――――

              

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当事業年度負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（自己都

合退職による期末要支給額）を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　当事業年度にヘッジ会計を適用した金

利スワップについては、特例処理の要件

を充たしているため、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

 

   　　

　　　　

　      　

③　ヘッジ方針

　金利変動リスクのヘッジと資金調達コ

ストの軽減のため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。

 

　　       　

　　　　　　

④　ヘッジの有効性評価の方法

　特例処理の要件を充たしているため、

有効性の評価を省略しております。

 

　       　

　　　　　　　

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

　なお、控除対象外消費税等については、

発生年度の費用として処理しております。

消費税等の会計処理

　

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

  （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

                 ―――――――――――

 

 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,895,398千円

であります。

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

                 ―――――――――――

 

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

   　　　　　　―――――――――――

 

 

（損益計算書）              

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」は、販売費及び一

般管理費の合計額の100分の５を超えたため区分掲記してお

ります。

 　なお、前事業年度における「支払手数料」の金額は、

78,744千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29日）

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

※１　担保提供資産と対応債務

(1）担保提供資産

販売用不動産

仕掛販売用不動産

890,637千円

3,643,832千円

合計 4,534,470千円

販売用不動産

仕掛販売用不動産

 5,352,712千円

2,705,436千円

合計 8,058,148千円

(2）対応債務 (2）対応債務

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

344,000千円

1,460,000千円

長期借入金 3,405,000千円

合計 5,209,000千円

買掛金 

短期借入金

１年内返済予定長期借入金

1,225,548千円

4,129,700千円

   2,371,138千円

長期借入金     220,000千円

合計   7,946,386千円

　２　保証債務

(1) 下記の子会社のリース債務に対して、次のとお

 　　　り債務保証を行っております。

　㈱総和コミュニティ　　　　　　　　　999千円

 

 　　(2)　　　 ―――――――――――　　

 

 

 

(3)　マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権

 　　　 設定登記が完了するまでの間、当社は実行された

        住宅ローン債務を保証しており、当事業年度末に

        おける保証債務残高は1,925,200千円であります。

　２　保証債務

(1) 下記の子会社のリース債務に対して、次のとお

       り債務保証を行っております。

　㈱総和コミュニティ　　　　　　　　　  538千円

 

 　　(2) 下記の子会社の金融機関からの借入に対して、次

   　  のとおり債務保証を行っております。

       ㈱総和コミュニティ　　　　　　  　72,500千円

 

(3) マンション購入顧客の住宅ローンに係る抵当権

 　　  設定登記が完了するまでの間、当社は実行された住

 　　　宅ローン債務を保証しており、当事業年度末におけ

 　　　る保証債務残高は817,700千円であります。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　固定資産除却損の内訳 ※１　　　　　　―――――――――――

 ソフトウェア 141千円

合計 141千円

（株主資本等変動計算書関係）

　  前事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

      自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。

 

    当事業年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 17,634 9,647 7,986

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 32,227 15,184 17,043

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,038千円

１年超 4,404千円

合計 8,442千円

１年内  4,904千円

１年超      12,723千円

合計      17,627千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,344千円

減価償却費相当額 3,925千円

支払利息相当額 479千円

支払リース料      6,395千円

減価償却費相当額      5,536千円

支払利息相当額    986千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．           ―――――――――――　　

  　　　　　　　　

１年内 2,046千円

１年超 －千円

合計 2,046千円
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（有価証券関係）

　　前事業年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）及び当事業年度（自平成19年３月１日　至平成20年２月

  29日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

 

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

 未払事業税 15,392千円

 賞与引当金 9,886千円

 退職給付引当金 8,100千円

 広告宣伝費否認 13,111千円

 その他 14,125千円

 繰延税金資産合計 60,617千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △164千円

 繰延税金資産の純額 60,452千円

繰延税金資産

未払事業税 14,011千円

賞与引当金 7,489千円

退職給付引当金   9,557千円

広告宣伝費否認   4,253千円

たな卸資産評価損   702,182千円

その他    27,536千円

繰延税金資産小計   765,031千円

評価性引当額 △765,031千円

繰延税金資産合計     －千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 　△24千円

繰延税金負債の純額      △24千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.5％

評価性引当額 △0.5％

留保金課税 3.1％

住民税均等割 0.1％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
45.4％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
△1.1％

評価性引当額 △55.3％

留保金課税 △0.4％

住民税均等割 △0.1％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△16.2％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 156,128円35銭

１株当たり当期純利益金額 45,178円79銭

１株当たり純資産額    20,726円29銭

１株当たり当期純損失金額   132,385円26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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年７月11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

の前事業年度における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 75,179円93銭

１株当たり当期純利益金額 34,239円50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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当基準損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 463,311 △1,607,157

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
463,311 △1,607,157

期中平均株式数（株） 10,255 12,140

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

―――――――――　  （業務・資本提携等）

 　当社は、平成20年4月10日開催の取締役会の決議に基づき、ＡＩ

ＦＧ株式会社とみなとみらいフロンティア株式会社との間で、業

務・資本等の提携に関する契約書を締結しております。

 ① 提携の理由

 　米国のサブプライム問題に端を発した世界的金融不安などを背景

に、不動産業界の不透明感は益々深刻化し、当社を取り巻く環境は

一段と厳しさを増しております。こうした中で、当社の主力である

マンション市場が需要の冷え込みで伸び悩みを見せており、当社グ

ループにおいては、たな卸資産および有利子負債の増加などが生じ、

財務体質の改善が急務であります。

 　今般、当社財務体質の健全化を目的に、上場・未上場企業の財務

支援で実績のあるＡＩＦＧ株式会社とみなとみらいフロンティア株

式会社と財務における業務・資本提携を契約いたしました。

 ② 提携内容

 　ＡＩＦＧ株式会社は、これまで４社の未上場企業に対し投資をお

こない、上場支援をおこなっている投資およびコンサルティング会

社です。当社のビジネスにご理解をいただき、第三者割当増資と新

株予約権を引き受けていただきました。第三者割当増資および新株
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

予約権の引受にともない、ＡＩＦＧ株式会社から今後、当社取締役

会の過半数の人員が当社取締役に就任予定で、ともに財務体質の改

善を図っていく予定です。

 　また当社グループにおきましては辻秀樹が引き続き代表取締役を

務め不動産事業の再建を図るとともに、ＡＩＦＧ株式会社より共同

で代表取締役として１名が就任することで合意しています。

 　また、みなとみらいフロンティア株式会社は、横浜を拠点に、銀

行、外資系商社・メーカーの財務担当経験者をアドバイザリーとし

て擁し、上場・未上場企業のM&A、財務アドバイザリー、資金調達

支援をおこなうコンサルティング会社です。ＡＩＦＧ株式会社の第

三者割当増資および新株予約権の引受にともない、みなとみらいフ

ロンティア株式会社と業務提携を結び、複数名の財務アドバイザ

リーによって、有利子負債の圧縮、財務体質の改善を支援するとと

もに、新規事業における資金調達支援を行ってまいります。

 　尚、本契約においては、本契約の目的を害する第三者割当による

新株発行、転換社債発行または新株予約権の発行の禁止などを合意

しております。

 

（第三者割当による新株式発行及び新株予約権発行）

　当社は、平成20年４月10日開催の取締役会の決議に基づき、下

記の通り第三者割当により新株式及び新株予約権の発行の決議を

しております。

 Ⅰ. 第三者割当による新株式発行要領

　１．発行新株式数　　　　　普通株式8,400株

　２．発行価額　　　　　１株につき41,800円

  ３. 発行価額の総額　　　　351,120,000円

  ４. 資本組入額　　　　　　１株につき金20,900円

  ５. 募集又は割当方法　　　第三者割当の方法によります

  ６. 申込期間　　　　　　　平成２０年４月２４日（木）

  ７. 払込期日　　　　　　　平成２０年４月２５日（金）

  ８. 新株券交付日　　　　　平成２０年５月２日（金）

  ９. 割当先及び割当株式数　　ＡＩＦＧ株式会社　8,400株

 Ⅱ. 新株予約権の発行要領

 １． 本新株予約権の名称　株式会社総和地所第１回新株予約権  

（以下「新株予約権」という。）

２． 本新株予約権の総数

　　　１０５個

３．本新株予約権の発行価格

　　 本新株予約権１個当り100,000円

４．本新株予約権の払込期日

  　 平成２０年４月２５日

５．本新株予約権の割当日

   　平成２０年４月２５日

６．募集の方法

　 第三者割当の方法により105個をＡＩＦＧ株式会社に割当てる。

 ７．本新株予約権の目的である株式の種類および数

(1) 目的となる株式の種類　　普通株式

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は10,500株の数とする

（新株予約権１個当たりの目的となる株式（以下「割当株式数」と

いう。）は100株）。

　但し、下記第(2)号及び第(4)号により割当株式数が調整される場
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数

に応じて調整されるものとする。

(3) 当社が第10項の規定に従って行使価額（以下に定義する。）の

調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但

し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる

算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定め

る調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

 (4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整

後行使価額を適用する日と同日とする。

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数

の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を

行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及び

その適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第10項

第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を

行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 ８．新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額

(1) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額

に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発行・移転す

る場合における株式１株当りの払込金額（以下「行使価額」とい

う。）は、42,700円とする。

 ９．行使価額の修正

 第13項に定める新株予約権の取得に係る通知がなされてから取得

日までの期間に本新株予約権の行使を行う場合には、新株予約権の

行使時の行使価額の120％に相当する金額の１円未満の端数を切り

上げた金額に修正するものとする。

 10．行使価額の調整

 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由

により当社の発行済み普通株式数に変更を生じる場合または変更を

生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整

式」という。) により調整するものとする。

既発行

株式数
＋

新発行・処分株式数× １株当りの発行・

処分価額

調整後行

使価額
＝

調整前行

使価額
× 時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行

使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する

場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式

又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求でき

る権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、

株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場

合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用

する。

②　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを

適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定

める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行

又は付与する場合

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又

は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使

価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の

場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降こ

れを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第

(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する

場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤　本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力

の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の

承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整

後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。

この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日まで

に本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算

出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株券の交付につい

ては第17項の規定を準用する。

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当　

　　　該期間内に発行・移

転された株式数 

株式数 ＝ 調整後行使価額

 この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものと

する。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行

使価額との差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行

わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額

に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算

出し、小数第２位を四捨五入する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて

適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社ジャ

スダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日におい

て当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第

(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数

は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当

社の普通株式数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に

掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認

を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のため

に行使価額の調整を必要とするとき。

②　その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由

の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後

の行使価額を初めて適用する日が第９項に基づく行使価額の修正日

と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わな

いものとする。

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適

用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う

旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第(2)号

⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこと

ができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 11. 新株予約権の行使請求期間

平成20年4月25日から平成22年4月24日（第13項各号に従って本新株

予約権の全部または一部が取得される場合には、取得される本新株

予約権については、取得のための通知がなされた日）までとする。

 12.その他の本新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

 13.本新株予約権の取得事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した

場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、(ⅰ)本新株予約権証

券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条の規定

に従って通知し、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場合は、

会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び通知を

したうえで、当社取締役会の定める取得日に、本新株予約権１個当

り100,000円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全

部または一部を取得することができるものとする。一部取得する場

合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

 (2) 当社は、当社が株式交換及び株式移転により他の会社の完全子

会社となることを当社の株主総会で決議した場合は、(ⅰ)本新株予

約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条

の規定に従って通知し、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場

合は、会社法第273条、第274条及び第293条の規定に従って公告及び

通知をしたうえで、当社取締役会の定める取得日に、本新株予約権

１個当り100,000円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約

権の全部を取得する。
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

 14.本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会に報告するものとす

る。

 15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本

金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の

額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算定された資本

金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数

を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備

金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

 16.本新株予約権の期中行使があった場合の取扱い

本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金（会社

法第454条第５項に定められた金銭の分配を含む。）は、本新株予約

権行使の効力発生日の属する配当計算期間の初めに本新株予約権行

使の効力が発生したものとみなして、これを支払う。

 17.本新株予約権証券の行使請求の方法

(1) 新株予約権を行使する場合、所定の行使請求書に必要事項を記

載してこれに記名押印したうえ、これを第11項記載の行使期間中に

第21項記載の行使請求受付場所に提出するものとする。当該行使に

係る本新株予約権につき本新株予約権証券が発行されている場合は、

行使請求書に当該本新株予約権証券を添付しなければならない。

(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求書の提出に加え

て、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額を現金に

て第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むも

のとする。　

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要な書類の全

部が第21項記載の行使請求受付場所に到着し、且つ当該本新株予約

権の行使に際して払込をなすべき額の全額が前号に定める口座に入

金された日に発生する。

 18.株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。

 19.新株予約権証券の発行

　本新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある時に限り発行す

るものとします。

 20.本新株予約権の発行価額及び行使に際しての払込をなすべき額

の算定根拠

発行価格の算定根拠は、ブラックショールズモデルに基づいて算定

をし、行使価格の算定根拠については、本新株予約権発行に関する

決議を行った取締役会決議日(平成２０年４月１０日)前日までの２

０営業日の株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株

式の終値の平均値(41,871円)に、プレミアム1.98%を乗せ42,700円と

した。

本新株予約権には行使価格の下方修正条項は付していない。

 21.行使請求受付場所

株式会社総和地所　管理本部

 22.払込取扱場所

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　　世田谷支店

 23.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額

総額

　　　458,850,000円
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前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
  至　平成20年２月29日）

　　（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及

び当社が新株予約権を消却した場合には、上記発行価額の総額は減

少する。

24. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、

行使請求に

かかる本新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の総額に、

行使請求にかかる本新株予約権発行価格の総額を加えた額を、別記

「新株予約権の目的となる株式の数」記載欄の株式の数で除した額

とする。

 25.その他

(1) 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生

を条件とする。

(2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役

社長に一任する。

６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

 　　　

(2）その他

  該当事項はありません。

㈱総和地所（3239）平成 20 年２月期決算短信

－ 63 －


