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（百万円未満切捨て） 

１．20年3月期の業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（１）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 

 
20年3月期 
19年3月期 

百万円   ％ 

26,801（  2.7） 

26,098（ 16.1） 

百万円   ％

1,962（ 13.2）

1,734（ 20.0）

百万円   ％

1,525（  2.6）

1,486（ 30.8）

百万円   ％

854（  3.4）

826（ 37.9）

 
 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 

 
20年3月期 
19年3月期 

円 銭 

107 93  

104 37  

円 銭

―  

― 

％

27.3 

34.4 

％ 

6.1  

 7.0  

％

7.3 

6.7 

(参考)  持分法投資損益   20年3月期   ―百万円  19年3月期   ―百万円 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
20年3月期 
19年3月期 

百万円 

27,936  

22,349   

百万円

3,486 

2,783 

％

12.5 

12.5 

円 銭

440 37 

351 55 

 (参考)  自己資本  20年3月期 3,486百万円  19年3月期 2,783百万円 
 
 （３）キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期  末  残  高

 
20年3月期 
19年3月期 

百万円 

△7,604  

835  

百万円

△187 

△373 

百万円

6,940 

△718 

百万円

3,406 

4,257 

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第1 

四半期末 
中間期末 

第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 純資産
配当率

 
20年3月期 
19年3月期 

円 銭 

― 
― 

円 銭 

― 

―  

円 銭

― 

― 

円 銭

15 00 

15 00 

円 銭

15 00 

15 00 

百万円

118 

118 

％ 

13.9  

14.4  

％

3.8 

4.9 

21年3月期 
（予想） 

―  ―  ― 15 00 

 

15 00 118 12.9  

 

 
 
３．21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期期増減率） 

 
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

 
第２四半期累計期間 

通  期 

百万円 ％ 

2,636 (△71.2) 

29,800 ( 11.2) 

百万円 ％

△680 (  ―)

2,048 (  4.4)

百万円 ％ 

 △837 (  ―)

1,650 (  8.2)

百万円 ％ 

△544 (  ―) 

924 (  8.1) 

円 銭

△68 74 

116 68 
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４．その他 
 
（１）重要な会計方針の変更 
 

① 会計基準等の改正に伴う変更         ○有   ・  無 
② ①以外の変更                有  ・  ○無  

〔（注）詳細は、21ページ「重要な会計方針」をご覧ください。〕 
 

（２）発行済株式数(普通株式) 
 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）20年3月期 7,918,000株 19年3月期 7,918,000株 
② 期末自己株式数          20年3月期     66株 19年3月期   ―  株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素
を含んでおります。実際の業績等は、経済情勢の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、
上記予想に関する事項は添付資料３ページを参照してください。 
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１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出や設備投資の増加を背景に堅調な滑り出しをみせたものの、第２

四半期以降、建築基準法の改正に伴う新設住宅着工件数の大幅な落ち込み、サブプライムローンの顕在化に

よる国際金融情勢の不安定化、参議院選挙による自民党大敗を受けての政局混迷と、先行き予断を許さない

状況となりました。 

一方、当社が事業を展開する不動産市場におきましても、サブプライム問題等に端を発する足元の金融マ

ーケットの混乱を受け、高いローントゥバリューで売却利ざやを狙うファンドや投機的な取引を行う中小会

社が影を潜める等、不動産を巡る環境は大きく変化いたしました。しかしながら、世界的な過剰流動性を背

景に、長期的な資金運用を目的とした政府系ファンドや年金基金等の収益不動産への資金運用ニーズは依然

として高く、物件の立地、企画内容等に応じ、物件ごとの個別の選別色を強めながらも堅調に推移するもの

と考えられます。 

当社におきましては、こうした市場環境に適応し、単に出口があるからと割高な物件を安易に仕入れるこ

となく、投資家の選別に耐え得るような企画、開発に取り組んでまいりました。 

この結果、不動産販売売上高 19,938,106 千円(前年同期比 5.0％増)、不動産管理売上高 6,139,463 千円(前

年同期比 9.5％増)、建築請負事業 723,895 千円(前年同期比 52.0％減)となり、全体の売上高は 26,801,464

千円(前年同期比 2.7％増)と堅調に推移いたしました。 

また利益面では、経常利益 1,525,096 千円(前年同期比 2.6％増)、当期純利益 854,620 千円(前年同期比

3.4％増)と前期に引き続き増収増益になりました。 

 

② 次期の見通し 

不動産市場の当面の見通しといたしましては、調整局面の中で投資家層が入れ替わってゆく傾向が続き、 

大型、優良物件の利回りは低位安定する一方で、過去数年で大型物件にツレ高した中小規模の物件について

はさらに値を下げてゆくことが予想されます。 

このような環境のもと、当社は、当事業年度に政令指定都市の数十億円規模の優良物件を立地、利回り面

で厳選して仕入れ、開発を進行しております。このため建築基準法改正の影響で売上計上が下半期偏重にな

るものの、ファンド向けの不動産販売は堅調に推移するものと捉えております。 

個人富裕層については、当事業年度までは地価の高騰に伴い、優良な用地を確保できず商品供給が限られ

ておりましたが、個人富裕層の安定した賃料収入を見込める不動産投資への関心は、依然根強く、中小型物

件の相場が調整するとともに、既存個人向け物件を中心とした需要が拡大すると見ております。 

このような環境の下、不動産販売事業の売上高は当事業年度実績を大きく上回る見込みです。 

建築請負事業の売上高は、改修工事等のみとなり当事業年度を下回る見込みです。 

不動産管理事業は、新規物件の不動産管理売上が従来の住居系サブリース家賃売上から手数料売上に移行

する傾向にあること、敷引売上の減少が見込まれること等の要因から売上高は当事業年度を若干下回る見込

みです。 

以上の状況を踏まえた業績は、売上高 29,800 百万円、営業利益は 2,048 百万円、経常利益 1,650 百万円、

当期純利益 924 百万円を予想しております。 

 

③ 目標とする経営指標の達成状況 

当社は、安定した収益力を維持するのみならず、常に先行投資的な経費支出を行いつつ業績の拡大を図る

ことを目標としております。このことを踏まえ、中期的な経営指標としては、売上高経常利益率５％台を維

持することとしております。 

平成 20 年 3月期については、売上高経常利益率が 5.7％と、この指標を達成することができました。今後、

継続的に売上高経常利益率 5％台を維持するべく、収益力の強化に努めてまいります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

 

① 資産、負債、純資産の状況 

流動資産は、前期と比較して 5,568,980 千円増加しております。この主な要因は、仕掛販売用不動産の

増加に伴うたな卸資産の増加よるものであります。 

固定資産は、前期と比較して 18,079 千円増加しております。この主な要因は、福岡本社改装工事に伴う

器具及び備品等の有形固定資産の増加によるものであります。 

この結果、総資産は 27,936,083 千円となり、前期に比べて 5,587,059 千円増加しております。 

流動負債は、17,071,547 千円と前期に比べ 267,528 千円減少しております。この主な要因は、短期借入

金及び前受金が減少増加したためであります。 

固定負債は、7,377,643 千円と前期に比べ 5,151,254 千円増加しております。この主な要因は、長期借

入金の増加によるものであります。 

 

② キャッシュ･フローの状況に関する分析 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益は増加しました

が、たな卸資産の増加、前受金の減少による営業キャッシュ・フロー流出超過が大きく、長期借入金の増

加によって賄ったものの、前事業年度に比べ 850,859 千円減少し、3,406,673 千円となりました。 

当事業年度におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において営業活動キャッシュ・フローは、前事業年度の 835,474 千円流入超過から 7,604,364

千円の流出超過に転じました。この主な要因は、たな卸資産 6,995,596 千円の増加、前受金 1,965,831 千

円の減少によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、187,307 千円と前事業年度の 373,957 千円と比べ

て 186,649 千円減少いたしました。これは主に、投資有価証券の取得の減少及び投資有価証券の売却収入

の増加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) 

当事業年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度の 718,424 千円の流出超過から

6,940,812 千円の流入超過に転じました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。 

 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年

3 月期 

平成 17 年

3 月期 

平成 18 年 

3 月期 

平成 19 年 

3 月期 

平成 20 年

3 月期 

自己資本比率（％） 11.1 9.0 10.1 12.5 12.5

時価ベースの自己資本比率（％） 56.4 23.9 49.9 31.3 11.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― ― 13.4 ―

インスタント・カバレッジ・レシオ ― ― ― 3.4 ―

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 

インスタント・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は期末株価終値と自己株式を除く発行済株式数より計算しております。なお、平成

15 年 3月期から平成 19 年 3 月期までの間には、自己株式は存在しておりません。 

（注２）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、長短の借入金及び社債の残高を対象とし

ております。また、利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しました。 
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(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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の１つとして認識いたしております。 

当社の剰余金の配当は、毎年３月 31 日を基準日とする期末配当、毎年９月 30 日を基準日とする中間配当、こ

の他基準日を定めて配当を行う旨を定款に定めておりますが、年１回の期末配当を行うことを基本方針としてお

ります。 

配当に際しては、長期的な経営基盤の強化、地域社会への貢献、従業員への成果配分に留意しつつ、安定的な

利益配当を基本方針としております。なお、当社は会社法 459 条の規定により、剰余金の配当等の決定機関を取

締役会としておりますが、毎期の定時株主総会において事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の監

査報告を行った後、従来どおり定時株主総会開催日の翌日を支払開示日とした剰余金の配当を行うことを基本的

な方針としております。 

 なお、内部留保金は運転資金に充当し、今後の事業拡大に努めてゆく所存であります。 

 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 

平成 20 年５月 15 日取締役会 118,769 15.00 

 

 

(4) 事業等のリスク 

 

①  当社の事業内容について 

 

(ア) 事業の内容と法的規制について 

当社は、賃貸マンションを中心とする事業用ビルを、当社調達の土地に建設し投資家に販売す

る不動産販売事業、資産家(土地所有者)の所有不動産(土地)に建設する建築請負事業及びその後

の入居募集、並びに家賃収納やメンテナンスなどのビル事業全般をサポートする不動産管理事業

を展開しております。 

これらの事業には、収益性の高い事業用ビルの企画・設計力と優良不動産の入手が不可欠であ

り、当社は引続き、マーケットリサーチの強化・情報チャネルの拡大を図り、その土地の形態や

立地に合わせ収益性が高くなるように設計を施した事業用ビルをオーナー(投資家及び土地所有

者)に提供していく方針であります。なお、不動産販売事業及び建築請負事業においては設計や

施工などを、不動産管理事業においては入居斡旋などを、アウトソーシングし、各分野の専門業

者の高度な知識・情報の積極的な活用を図っております。 

このように当社の不動産販売事業、建築請負事業及び不動産管理事業は、それぞれ別個の事業

ではなく、有機的に結びついて行われているため、当社は、「資産活用のトータルプランナー」

と位置付けることができるものと考えております。 

これらの事業を行うにあたっては、「宅地建物取引業法」、「金融商品取引法」、「借地借家法」、

「建築基準法」、「都市計画法」等の法的規制があり、今後これらの法律や規制の改廃、法令・規

則の新設により、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

また、当社が管理する賃貸マンションについての敷金精算、敷引について、当社は関連する法

令・規則及び慣例に沿って適正に処置しておりますが、今後、司法や行政の判断・取扱いに変更

があった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(イ) 経営成績の季節的変動等について 

当社の不動産関連事業や建築請負事業は、事業の大半を占める賃貸マンションの入居仲介時期

(転勤・入学・卒業)に合わせて大きく変動する傾向があります。即ち、不動産販売事業や建築請

負事業においては、建設工事完成引渡しが当社事業年度の下半期に集中する傾向が強いことから、
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上半期と比較して下半期の売上高の割合は高くなる傾向にあります。また、販売費及び一般管理

費は上半期と下半期とでは大きく変わらないことから、上半期の営業損益、経常損益は低位若し

くは損失となる傾向にあります。 

一方、下期においても、当社は新築物件を中心に販売している関係上、工期の遅延等により、

計画していた物件の竣工・引渡しが出来なかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。 

 

(ウ) 事業活動地域について 

当社は福岡市内及びその周辺地域を主な事業活動地域としているため、売上の過半が当該地域

において手がけた物件により発生しております。このため、今後当該地域における不動産市況が

著しく変動した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(エ) 不動産市況の変動について 

不動産市況は、ノンリコースローン、証券化及び不動産投資信託の上場等、各種ファイナンス

手法の普及により不動産マーケットに資金が流入し、取引の厚みが増しております。当社は、収

益還元法等に基づき、それぞれの物件の投資収益力に基づいた仕入、販売を行っておりますが、

仕入価格の上昇や仕入物件獲得における競争の激化から、当社の販売用不動産の収益率が低下し

たり、用地の取得が困難になる可能性があります。 

また、不動産管理事業においては、一括借上した賃貸マンション等の転貸というサブリース取

引を行っておりますので、今後、当社が借上げしたマンションの入居率が低下した場合には、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

さらに、今後の景況や金融情勢によっては、不動産市況が悪化し、当社の業績にも悪影響を及

ぼす可能性があります。 

 

(オ) 特定目的会社について 

当社は不動産販売事業において、当社が企画、建設した事業用ビルを外部のファンドに売却す

る一方、当社自身も特定目的会社（以下ＳＰＣ）をオリジネーターとして設立し、当該不動産を

信託受益権として譲渡した上で、当該ＳＰＣから配当を収受する不動産証券化事業を行っており

ます。これらのＳＰＣにつきましては、平成 18 年９月８日に企業会計基準委員会から「投資事

業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」が発表され、これに

準じた処理を行う方針であります。しかしながら、今後ＳＰＣ等にかかる会計処理についての諸

規則や実務上の取扱い変更となり、当社の会計処理方法に変更が生じた場合には、当社の財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

② 当社の事業体制について 

 

(ア) 人材の確保について 

当社は、優れた人材の確保を経営の重要課題の一つとして認識しており、当社の成長度合いに

応じた人材の確保が必要不可欠と考えております。 

このため、業界・経験を問わない即戦力確保のための中途採用並びに新卒採用を行っておりま

す。また、能力、自己研鑽へのチャレンジ等を評価軸とした人事考課制度の採用により、人材の

育成にも注力しております。 

しかしながら、当社が求める人材が充分に確保できない場合、または現在在籍している社員の

流出により適切な人材の確保・配置が困難になった場合等には、当社の業績及び今後の事業展開

に影響を与える可能性があります。 

 

(イ) 有利子負債等への依存について 
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当社の事業における不動産取得費は、主に金融機関からの借入金によって調達しているため総

資産に占める有利子負債の割合が高い水準にあります。当社は今後とも業容を拡大するべく積極

的に用地仕入を行う方針であり、不動産の証券化等、資金調達手段の多様化に取り組んでおりま

すが、現行の金利水準が変動した場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

また、資金調達に関しては、特定の金融機関に依存することなく個別案件ごとに金融機関に打

診し、融資の了解を得た後にプロジェクトを進行させております。ただし、何らかの理由により

資金調達が不十分あるいは不調に終わった場合には、事業展開の妨げになるなど当社の事業展開

に影響を及ぼす可能性があります。 

  （単位：千円)

 平成19年3月期 平成20年3月期 

総資産額 22,349,023 27,936,083 

有利子負債合計 11,153,600 18,325,625 

有利子負債依存度 49.9％ 65.6％ 

売上高 26,098,953 26,801,464 

営業利益 1,734,066 1,962,203 

支払利息（含社債利息） 252,297 391,349 

支払利息（含社債利息）／売上高 1.0％ 1.5％ 

 

(ウ) 訴訟等の可能性について 

不動産管理事業においては、管理状況に関する顧客からのクレーム、あるいは入退居時の顧客

とのトラブル等に起因する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。 

不動産販売事業においても、開発プロセスの過程で近隣住民等との訴訟が発生し、工期の遅延

等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(エ) 個人情報漏洩の可能性について 

当社は、不動産管理事業における入居者の情報等、多数の個人情報を保有しております。当社

は従来から、これらの情報の管理につきましては、保管責任者の管理のもとに閲覧権限を設定し、

情報システム上も外部進入を防止するシステムを採用する等、細心の注意を払ってまいりました。

更に、その後の個人情報保護法の施行に伴い、一段の強化策を導入しておりますが、万一これら

の個人情報等が流出した場合には、損害賠償及び信用低下によって、当社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 

 

当社は、賃貸マンションを中心とする事業用ビルを、当社調達の土地に建設し投資家に販売する不動産販売事業、

資産家(土地所有者)の所有不動産(土地)に建設する建築請負事業及びその後の入居募集、家賃収納やメンテナンス

などのビル事業全般をサポートする不動産管理事業を、福岡市及びその周辺地域を中心に展開しており、不動産販

売事業及び建築請負事業においては、オーナー(土地は持っていないが事業用ビルの経営を考えている投資家及び土

地所有者)に対しその土地の形態や立地に合わせ収益性が高くなるように企画した事業用ビルを提供しております。 

なお、不動産販売事業、建築請負事業においては設計や施工などを、不動産管理事業においては入居斡旋などを、

アウトソーシングし、各分野の専門業者の高度な知識・情報の積極的な活用を図っており、またインターネットに

よる管理物件紹介及び付帯業務を行い、これらの事業は有機的に結びついて行われております。 

当社の事業に係わる位置付け及び事業の種類別分類を図式で示すと次のとおりであります。 

 

 

 

３．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は「オーナーの利益第一主義」を基本理念に、“土地の有効利用を通じ、地域社会の「価値」の創造に

貢献することを経営理念として掲げております。 

そのため、土地活用の企画をはじめ、賃貸マンションの設計・施工・運営・入居斡旋・管理までの全ての業

務を行う“総合一環システム”により、不動産事業全般へのサービスの提供を中心とした住環境創造総合企業

を目指し、さらなる業容の拡大と安定した経営を図って参ります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、安定した収益力を維持するのみならず、常に先行投資的な経費支出を行いつつ業績の拡大を図るこ

とを目標としております。このことを踏まえ、中期的な経営指標としては、売上高経常利益率５％台を維持す

ることとしております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

  １.経営成績の分析 (1) 経営成績の見通し ② 次期の見通しに記載しておりますように、足元の金融市
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場の混乱の影響で、一時的に収益不動産への投資を手控える動きはあるものの、投資マネーのボーダーレス化

に伴い、投資資金がより一層のリスク分散を求める動きが強まり、不動産への資金流入は、より品質の高い物

件への選別志向を強めながら、今後とも安定して拡大するものと捉えております。 

  また、不動産ファンド市場への資金流入に呼応してつれ高となった中小規模不動産については、市場の調整

とともに、再び充分な利回り確保した開発を行うチャンスが到来いたしております。 

これらの点を踏まえ、当社といたしましては、物件の販売に注力しつつ、下記の３点を重点施策として取り

組んでまいります。 

① 不動産ファンドのニーズに対応した主要政令指定都市へのエリア展開戦略及び非レジデンシャル物件の

販売戦略の推進。 

② 既存リニューアル物件を中心に、個人富裕層向け市場への物件供給の再構築。 

③ 物件供給の増加に伴って増加する管理物件に対応するための、賃貸管理部門の業務の効率化。とりわけ、

入居募集及び機関投資家向けプロパティマネジメントの強化。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

① 現状の認識 

原材料価格上昇の影響が消費財へも波及していることによる消費の悪化懸念、米国景気の減速等の世界

的景気減速懸念等、わが国景気の後退を予測させる要因が多くなってきていると見ております。またサブ

プライム問題の発生による金融機関の融資スタンスの硬化から、投資ファンド等による不動産投資の先行

きにも懸念が持たれる状況となっております。また、建築基準法の改正による施工期間の長期化も不動産

市場にとってはマイナス要因となっております。このように、当社を取り巻く環境は予断を許さない状況

に有ります。 

しかしながら一方で、世界的な資金余剰基調には顕著な変化がなく、より有利な、より安全な投資対象

へのニーズは根強く存在していると判断しております。 

②  当面の対処すべき課題の内容 

不動産市況は二極化し、地域によって跛行色が見られることから、事業展開地域の選定にはより適切な

デューデリジェンスが必要になっております。そこで当社は、綿密な市場調査等を実施することによって、

投資家にとって魅力ある物件を企画・開発し、金融機関の評価にも適う案件の開発を図ってゆく必要があ

ります。 

また、構造計算書偽装事件の発生以来、建築物に対する施工監理の厳正さに目が向けられております。

加えて、会社法や金融商品取引法に関連して、企業にはより一層のコンプライアンスの拡充が求められて

おり、当社は法令順守の姿勢を一段と強化しなければなりません。 

③ 対処方針 

当社は、上記の課題に取り組んでいくには、企画・開発力の一層の強化と情報収集力の拡充が必要であ

り、そのためには組織体制の強化と、人材の拡充、活性化及び意識の向上を図る必要があると考えており

ます。 

④ 具体的な取組状況 

このため、組織体制の見直しを行い、各部門の経営責任体制の明確化と強化を図っております。また、

管理部門においても内部管理体制を強化するために規程、マニュアルの見直しや内部監査の強化を行って

おります。 

一方、人材の拡充、活性化については、新卒採用の積極化、資格取得制度や社内階層別研修の研修体制

の強化を行い、社員の資質向上を図るとともに、全社的なモチベーションの向上を図っております。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

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

備の状況 

当社は、少人数体制を基本とした効率的な組織運営を重視している一方で、組織内に内部牽制の仕組み

を取り込むことにより、簡素・効率を旨とした内部管理体制を整えております。 
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当社においては、業務分掌・決裁権限規程において業務部門（営業部門）と管理部門を明確に区分し、

内部牽制を図っております。また、これとは別に、社長直轄の内部監査室に専任者を置き、定期的に業務

監査等を行っております。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

当事業年度においては、内部監査の専任者２名が、内部統制構築の事務局として活動いたしました。ま

た通年に渡り計画に基づく内部監査を実施し、全部門への往査を行ないました。これらの指摘事項を踏ま

え、規程・マニュアル等の改訂を行なった実績があります。 

また、当社はかねてよりコンプライアンスを積極的に推進しております。複数の顧問弁護士と契約し必

要な助言等を得ているほか、弁護士資格を持つ社外監査役を選任し、コンプライアンス面からの経営監視

機能を強化しております。 

日常的には、代表取締役より会議等で法令遵守の徹底を図るとともに、全社員を対象としたコンプライ

アンスについての集合教育を行い、社員のリーガルリテラシーの向上に向けた意識喚起と、内部通報制度

の周知徹底を行なっております。 
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４．財務諸表等 

 

(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

前期比増減

（千円）

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,257,533 3,406,673  

２ 不動産事業未収入金  187,603 241,617  

３ 販売用不動産 ※1 1,747,748 1,378,415  

４ 仕掛販売用不動産 ※1 12,746,303 20,107,568  

５ 貯蔵品  3,030 6,694  

６ 前渡金  545,727 71,306  

７ 前払費用  130,237 121,748  

８ 立替金  31,974 41,275  

９ 繰延税金資産  274,214 104,549  

10 その他  11,008 27,732  

11 貸倒引当金  △20,900 △24,119  

流動資産合計  19,914,481 89.1 25,483,462 91.2 5,568,980

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1 111,355 130,575   

減価償却累計額  42,198 69,157 49,963 80,612  

(2) 構築物 ※1 4,658 4,658   

減価償却累計額  1,348 3,310 1,725 2,933  

(3) 車両運搬具  ─ 43,698   

減価償却累計額  ─ ─ 2,441 41,256  

(4) 器具及び備品 ※1 31,357 94,391   

減価償却累計額  7,311 24,045 29,842 64,548  

(5) 土地 ※1 65,800 65,800  

有形固定資産合計  162,312 0.7 255,150 0.9 92,838
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

前期比増減

（千円）

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  6,855 18,498  

(2) 電話加入権  1,877 1,877  

(3) その他  1,040 980  

無形固定資産合計  9,772 0.1 21,355 0.1 11,583

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  536,289 459,086  

(2) 出資金  13,540 12,540  

(3) 長期売掛債権 ※2 5,797     ―  

(4) 破産更生債権等  4,703 3,859  

(5) 長期前払費用  43,772 49,874  

(6) 敷金保証金  1,481,277 1,423,192  

(7) 繰延税金資産  105,402 141,609  

(8) その他  77,875 91,450  

(9) 貸倒引当金  △6,200 △5,500  

投資その他の資産合計  2,262,456 10.1 2,176,113 7.8 △86,342

固定資産合計  2,434,541 10.9 2,452,620 8.8 18,079

資産合計  22,349,023 100.0 27,936,083 100.0 5,587,059
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

前期比増減

（千円）

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債    

１ 不動産事業未払金  2,633,244 2,618,751  

２ 完成工事未払金  94 1,659  

３ 短期借入金 ※1 6,180,000 2,817,000  

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※1 3,526,600 8,829,500  

５ 未払金  74,793 117,689  

６ 未払費用  31,234 29,572  

７ 未払法人税等  591,322 310,000  

８ 未払消費税等  39,918 33,938  

９ 未成工事受入金  29,264 ─  

10 前受金  3,823,266 1,857,435  

11 預り金  320,386 383,559  

12 賞与引当金  55,099 54,030  

13 工事補償引当金  26,661 18,413  

14 リース資産減損勘定  7,190 ─  

流動負債合計  17,339,076 77.5 17,071,547 61.1 △267,528

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※1 1,447,000 6,679,125  

２  退職給付引当金  22,032 31,194  

３ 役員退職慰労引当金  181,115 211,067  

４ 預り敷金  568,086 456,256  

５ リース資産減損勘定  8,154 ─  

固定負債合計  2,226,388 10.0 7,377,643 26.4 5,151,254

負債合計  19,565,465 87.5 24,449,191 87.5 4,883,725

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  350,020 350,020  

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  274,515 274,515   

資本剰余金合計  274,515 274,515  

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  10,293 10,293   

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  1,000,000 1,000,000   

繰越利益剰余金  1,135,721 1,871,572   

利益剰余金合計  2,146,015 2,881,866  

   ４  自己株式  ─ △28  

株主資本合計  2,770,551 12.4 3,506,373 12.6 735,822

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
  差額金 

 13,007 △19,480  

評価・換算差額等合計  13,007 0.1 △19,480 △0.1 △32,487

純資産合計  2,783,558 12.5 3,486,892 12.5 703,334

負債純資産合計  22,349,023 100.0 27,936,083 100.0 5,587,059
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(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

前期比増減
（千円）

Ⅰ 売上高    

１ 不動産関連売上高  24,589,607 26,077,569   

２ 完成工事高  1,509,345 26,098,953 100.0 723,895 26,801,464 100.0 702,511

Ⅱ 売上原価    

１ 不動産関連売上原価  21,472,554 22,300,763   

２ 完成工事原価  1,267,085 22,739,639 87.1 605,921 22,906,685 85.5 167,045

売上総利益  3,359,313 12.9 3,894,779 14.5 535,466

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬  142,129 166,785   

２ 給料手当  300,542 332,979   

３ 賞与  65,721 44,208   

４ 賞与引当金繰入額  49,795 47,932   

５ 退職金  487 850   

６ 役員退職慰労金  ─ 171   

７ 役員退職慰労引当金
繰入額 

 42,249 34,963   

８ 退職給付引当金繰入額  7,106 11,308   

９ 法定福利費  57,975 60,024   

10 福利厚生費  37,709 40,082   

11 貸倒引当金繰入額  5,508 8,906   

12 通信交通費  85,225 97,124   

13 広告宣伝費  84,422 84,168   

14 販売手数料  163,414 262,426   

15 交際費  71,123 80,614   

16 地代家賃  60,964 91,696   

17 支払手数料  103,992 210,759   

18 支払報酬  45,561 48,835   

19 減価償却費  10,840 29,380   

20 リース料  29,017 19,665   

21 保険料  14,162 13,476   

22 租税公課  68,245 83,749   

23 その他  179,052 1,625,246 6.2 162,466 1,932,575 7.2 307,328

営業利益  1,734,066 6.7 1,962,203 7.3 228,137

 

 

 



㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期決算短信(非連結) 

 15

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 百分比 
(％) 

前期比増減
（千円）

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  183 65   

２ 受取配当金  1,972 5,410   

３ 匿名組合出資分配金  30,176 65,318   

４ 雑収入  4,892 37,224 0.1 7,112 77,907 0.3 40,682

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  250,032 391,349   

２ 社債利息  2,265 ─   

３ 支払保証料  2,995 ─   

４ 支払手数料 ※1 24,983 112,788   

５ 株式交付費  3,061 ─   

６ 匿名組合出資損失  ─ 5,499   

７ その他  1,194 284,531 1.1 5,377 515,014 1.9 230,483

経常利益  1,486,759 5.7 1,525,096 5.7 38,336

Ⅵ 特別利益    

賞与引当金戻入益  ─ 5,292   

工事補償引当金戻入益  ─ ─ ─ 4,806 10,099 0.0 ―

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※2 218 114   

２ 減損損失 ※3 47,515 ─   

３ リース解約損  ─ 23,918   

４ 貸倒引当金繰入額  ─ 1,600   

５ 出資金返戻損  ─ 47,733 0.2 1,220 26,854 0.1 △20,879

税引前当期純利益  1,439,026 5.5 1,508,341 5.6 69,315

法人税、住民税 
及び事業税 

 862,356 498,240   

法人税等調整額  △249,734 612,621 2.3 155,479 653,720 2.4 41,098

当期純利益  826,404 3.2 854,620 3.2 28,216
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売上原価明細表 

(1) 不動産関連売上原価明細表 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

前期比増減 
（千円） 

Ⅰ 不動産販売売上原価   

土地建物  10,337,752 48.1 8,939,721 40.1 △1,398,031

外注費  5,980,108 27.9 7,905,876 35.5 1,925,768

経費  78,367 0.4 115,674 0.5 37,306

(うち人件費)  (34,981) (79,036)  

(うち減価償却費)  (  199) ( 1,629)  

不動産販売売上原価  16,396,229 76.4 16,961,272 76.1 565,043

Ⅱ 不動産管理売上原価   

外注費  974,558 4.5 1,191,421 5.3 216,862

賃借料  3,833,650 17.9 3,880,842 17.4 47,192

経費  268,116 1.2 267,227 1.2 △888

(うち減価償却費)  (  6,365) ( 6,483)  

不動産管理売上原価  5,076,325 23.6 5,339,491 23.9 263,166

合計  21,472,554 100.0 22,300,763 100.0 828,209

 (注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。なお、当社はすべての施工を協力会社に部分発注して

いるため、材料費は発生いたしません。 

 

(2) 完成工事原価明細表 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

前期比増減 
（千円） 

外注費  1,255,931 99.1 596,623 98.5 △659,308

経費  11,153 0.9 9,297 1.5 △1,855

(うち人件費)  ( 5,855) ( 6,408)  

(うち減価償却費)  (   33) (  132)  

合計  1,267,085 100.0 605,921 100.0 △661,164

 (注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。なお、当社はすべての施工を協力会社に部分発注して

いるため、材料費は発生いたしません。 
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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４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 当期純利益 

 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) ─ ─ ─

平成19年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 10,293 600,000 768,701 1,378,995 2,003,531

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当 △59,385 △59,385 △59,385

 別途積立金の積立 400,000 △400,000 ─ ─

 当期純利益 826,404 826,404 826,404

 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) ─ 400,000 367,019 767,019 767,019

平成19年３月31日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,135,721 2,146,015 2,770,551

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 13,103 13,103 2,016,635

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △59,385

 別途積立金の積立 ─

 当期純利益 826,404

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△96 △96 △96

事業年度中の変動額合計(千円) △96 △96 766,923

平成19年３月31日残高(千円) 13,007 13,007 2,783,558
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当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 別途積立金の積立 

 当期純利益 

 自己株式の取得 

 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) ─ ─ ─

平成20年３月31日残高(千円) 350,020 274,515 274,515

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,135,721 2,146,015 ─ 2,770,551

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △118,770 △118,770  △118,770

 当期純利益  854,620 854,620  854,620

 自己株式の取得  △28 △28

 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) ─ ─ 735,850 735,850 △28 735,822

平成20年３月31日残高(千円) 10,293 1,000,000 1,871,572 2,881,866 △28 3,506,373

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 13,007 13,007 2,783,558

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 △118,770

 当期純利益 854,620

 自己株式の取得 △28

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△32,487 △32,487 △32,487

事業年度中の変動額合計(千円) △32,487 △32,487 703,335

平成20年３月31日残高(千円) △19,480 △19,480 3,486,892
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

前期比増減
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  1,439,026 1,508,341  

減価償却費  17,552 37,625  

減損損失  47,515 ─  

貸倒引当金の増加額  2,000 2,519  

賞与引当金の増加額又は減少額(△)  12,777 △1,069  

退職給付引当金の増加額  6,188 9,162  

工事補償引当金の増加額又は減少額(△)  23,786 △8,248  

役員退職慰労引当金の増加額  42,249 29,951  

固定資産除却損  218 114  

出資金返戻損  ─ 1,220  

匿名組合出資損失  ─ 5,499  

受取利息及び受取配当金  △2,156 △70,794  

支払利息及び社債利息  252,297 391,349  

支払手数料  24,983 112,788  

売上債権の増加額(△)又は減少額  1,304,616 △48,338  

たな卸資産の増加額  △2,976,343 △6,995,596  

その他流動資産の増加額(△)又は減少額  △534,034 481,140  

仕入債務の減少額  △1,170,222 △12,927  

未払消費税等の増加額  △454 △5,980  

未成工事受入金の減少額  △19,735 △29,264  

前受金の増加額又は減少額(△)  3,434,432 △1,965,831  

その他流動負債の増加額  27,431 74,958  

小計  1,932,126 △6,483,378 △8,415,504

利息及び配当金の受取額  1,999 69,589  

利息の支払額  △243,727 △415,102  

法人税等の支払額  △854,924 △775,473  

営業活動によるキャッシュ・フロー  835,474 △7,604,364 △8,439,839
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

前期比増減
（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △47,427 △117,885  

無形固定資産の取得による支出  △610 △13,793  

投資有価証券の取得による支出  △284,075 △78,091  

投資有価証券の売却等による収入  68,776 95,285  

出資金の払込による支出  △6,010 △3,000  

その他  △104,611 △69,822  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △373,957 △187,307 186,649

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  13,262,000 10,295,000  

短期借入金の返済による支出  △12,378,000 △13,658,000  

長期借入れによる収入  2,900,000 17,611,000  

長期借入金の返済による支出  △4,038,200 △7,075,975  

社債の償還による支出  △380,000 ─  

配当金の支払額  △59,241 △118,395  

その他  △24,983 △112,817  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △718,424 6,940,812 7,659,237

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △256,907 △850,859 △593,952

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,514,440 4,257,533 △256,907

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,257,533 3,406,673 △850,859
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及
び評価方法 

(1) その他有価証券 
  時価のあるもの 

決算期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) 

(1) 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 
なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(証券取
引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの)については、組合契
約に規定される決算報告日に応じて
入手可能な 近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取り込む方
法によっております。 

  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、仕掛販売用不動産、
未成工事支出金 
個別法による原価法 

(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産、
未成工事支出金 

同左 
 (2) 貯蔵品 

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 
なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。 
ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)
については、定額法によっておりま
す。 

(1) 有形固定資産 
定率法 
なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物(建物附属設備を除く)
については、定額法によっておりま
す。 
(会計方針の変更) 
 法人税法の改正に伴い、当事業年
度より、平成19年４月1日以降に取得
した有形固定資産について、改正後
の法人税法に基づく減価償却の方法
に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べて、売上総利益が444千円、
営業利益、経常利益、税引前当期純
利益はそれぞれ5,049千円減少して
おります。 
(追加情報) 
 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％に到達した事業年度の翌事業年
度より、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。 
 当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。 

 (2) 無形固定資産 
ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間(５
年)に基づく定額法によっておりま
す。 

(2) 無形固定資産 
同左 
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項目 前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日) 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 
 支出時に全額費用処理しておりま
す。 
 
 

――――――― 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対し支給する賞与の支出

に備えるため、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 工事補償引当金 

完成工事及び不動産関連売上高の

建物部分に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、過去の完成工事高及び不

動産販売高に係る補償費等の実績率

を基に算出した金額を計上しており

ます。 

(3) 工事補償引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込

額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上してお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基

準 

 完成工事高の計上は、原則として工

事完成基準によっております。ただし、

請負金額２億円以上かつ工期１年以上

の工事については工事進行基準を採用

しております。 

 工事進行基準によった完成工事高及

び完成工事原価は次のとおりです。 

完成工事高 1,253,607千円

完成工事原価 1,040,440千円
 

 完成工事高の計上は、原則として工

事完成基準によっております。ただし、

請負金額２億円以上かつ工期１年以上

の工事については工事進行基準を採用

しております。 

 工事進行基準によった完成工事高及

び完成工事原価は次のとおりです。 

完成工事高 695,108千円

完成工事原価 571,247千円
 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有者が借主に移転す

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 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資。 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

９ 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している金

利スワップについては、特例処理に

よっております。  

(1) ヘッジ会計の方法 

 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

通りであります。 

ヘッジ手段 ・・ 金利スワップ 

ヘッジ対象 ・・ 借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

変動金利借入金利息の将来の金利

上昇による増加を軽減することを目

的に、変動金利受取固定金利支払の

金利スワップ取引を行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件に

該当するため、その判定をもって有

効性の判定に代えております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

10 その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっており、控除対象

外の消費税及び地方消費税について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 
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重要な会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)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」(企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,783,558千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、前事業年度において営業外費用の内訳として

表示していた「新株発行費」は、当事業年度より「株式

交付費」として表示する方法に変更しております。 

 

 

  

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 

 

―――――――――― 

 

 

 （貸借対照表） 

 前事業年度において独立掲記しておりました「長期売

掛債権」(当事業年度549千円)は、金額が僅少となった

ため、当事業年度においては、投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 
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財務諸表に関する注記事項 

 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１  担保に供している資産とこれに対応する債務

は、次のとおりです。 

  (イ)担保に供している資産 

販売用不動産 1,747,748千円

仕掛販売用不動産 9,570,054千円

建物 42,409千円

土地 57,000千円

計 11,417,212千円
 

※１  担保に供している資産とこれに対応する債務

は、次のとおりです。 

  (イ)担保に供している資産 

販売用不動産 1,378,415千円

仕掛販売用不動産 18,434,096千円

建物 49,432千円

構築物 1,660千円

器具及び備品 288千円

土地 65,800千円

計 19,929,694千円
 

  (ロ)上記に対する債務 

短期借入金 6,180,000千円

長期借入金 4,940,000千円

(一年内返済予定長期借入金3,526,600千円を含む)

計 11,120,000千円
 

  (ロ)上記に対する債務 

短期借入金 2,617,000千円

長期借入金 15,443,000千円

(一年内返済予定長期借入金8,792,000千円を含む)

計 18,060,000千円
 

※２    長期売掛債権は、不動産事業未収入金及び完成

工事未収入金のうち、回収条件が１年超の債権で

あります。 

※２              

――――――― 

 ３ シンジケートローン契約（契約期間平成19年２月

28日～平成20年２月27日）に下記の条項が付されて

おります。 

①本契約期間中の各年度の決算期の末日におい

て、貸借対照表における純資産の部の金額を当該

決算期の直前の決算期の末日における純資産の

部の金額の75%以上に維持すること。 

②経常損失を計上しないこと。 

 

 ３ シンジケートローン契約（契約期間平成19年12月

28日～平成21年３月31日及び契約期間平成20年３

月28日～平成21年４月30日）に下記の条項が付され

ております。 

①本契約期間中の各年度の決算期の末日におい

て、貸借対照表における純資産の部の金額を平成

19年３月期における純資産の部の金額の80%以上

に維持すること。 

②営業損益を損失としないこと。 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 営業外費用に計上されている「支払手数料」には、

コミットメントライン設定手数料、融資手数料、シ

ンジケートローンにかかるアレンジメント手数料等

を計上しております。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、器具及び備品218千円で

あります。 

※３ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループについて減損損失を
計上いたしました。 

用途 場所 種類 

不動産管
理事業 

本社 
(福岡市) 

建物、構築物、器具及び備
品、ソフトウエア、電話加
入権、リース資産 

当社は、減損会計の適用に当たり、管理会計上の
事業別に資産のグルーピングをおこなっておりま
す。 
その結果、不動産管理事業に関して、現時点では

将来の収益の見通しが明らかではないため、不動産
管理事業に係わる資産グループの帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として
特別損失に計上しております。なお、回収可能価額
は使用価値により測定しております。 
減損損失の内訳は、以下のとおりであります。 

種類 金額（千円） 

建物 7,334

構築物 643

器具及び備品 2,900

ソフトウエア 14,852

電話加入権 1,313

リース資産 20,470

合計 47,515

  
 

※１          

同左 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、器具及び備品114千円で

あります。 

※３  

――――――― 
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（株主資本等変動計算書関係) 

 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 3,959,000 3,959,000 ─ 7,918,000 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成18年10月１日付の株式分割による増加 3,959,000株       

２ 自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 59,385 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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21日 
取締役会 

普通株式 繰越利益剰余金 118,770 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 7,918,000 ─ ─ 7,918,000 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) ─ 66 ─ 66 

(注)自己株式の増加 66 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

４ 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21日 
取締役会 

普通株式 118,770 15.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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20年５月15日 
取締役会 

普通株式 繰越利益剰余金 118,769 15.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日



㈱ディックスクロキ（8884） 平成 20 年 3月期決算短信(非連結) 

 28

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,257,533千円

現金及び現金同等物 4,257,533千円
  

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,406,673千円

現金及び現金同等物 3,406,673千円
  

 

リース取引 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

Ⅰ  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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当

額 

Ⅰ  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、減損損失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) 

減損損失

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

車輌運搬具 52,856 10,267 9,105 33,483

器具及び備品 86,850 64,515 6,515 15,819

ソフトウェア 22,841 14,892 4,226 3,722

合計 162,548 89,675 19,847 53,025

 

 
取得価額

相当額

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円) 

減損損失 

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額

(千円)

車輌運搬具 ─ ─ ─ ─ 

器具及び備品 ─ ─ ─ ─ 

ソフトウェア ─ ─ ─ ─ 

合計 ─ ─ ─ ─ 

 
 ２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 23,092千円

１年超 47,527千円

合計 70,620千円

リース資産減損勘定期末残高 15,345千円
 

 ２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 ─千円

１年超 ─千円

合計 ─千円

リース資産減損勘定期末残高 ─千円
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 32,681千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,126千円

減価償却費相当額 24,177千円

支払利息相当額 1,682千円

減損損失 20,471千円
 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 19,666千円

リース資産減損勘定の取崩額 15,345千円

減価償却費相当額 16,046千円

支払利息相当額 1,678千円

減損損失 ─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との

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 
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有価証券 

 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

 

株式 9,995 19,445 9,450

その他 76,500 91,575 15,075

小  計 86,495 111,020 24,525

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

 

株式 24,531 21,830 △2,701

その他 ─ ─ ─

小  計 24,531 21,830 △2,701

合  計 111,026 132,850 21,824

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

─ ─ ─

 

３ 時価評価されていない有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他の有価証券 

 非上場株式 31,965

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 371,473

合  計 403,438
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当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

 

株式 9,995 15,390 5,395

その他 ─ ─ ─

小  計 9,995 15,390 5,395

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの 

 

株式 38,942 31,657 △7,285

その他 76,500 45,705 △30,795

小  計 115,442 77,362 △38,080

合  計 125,438 92,752 △32,685

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

─ ─ ─

 

３ 時価評価されていない有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他の有価証券 

 非上場株式 37,645

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 328,688

合  計 366,333
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デリバティブ取引 

 

１ 取引の状況に関する事項 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的 

当社は、借入金について将来の金利市場における

利率上昇による変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っております。 

(1) 取引の内容及び利用目的 

           同左 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 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、当社のデリバティブ取

引の契約先は信用度の高い国内の銀行であるため、

相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

ものと認識しております。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

これらデリバティブ取引は、社内規定に基づき執

行され、管理部門において取引の実行、取引内容の

確認、リスク管理が行われております。また、必要

の都度、当該取引状況を取締役会に報告することと

しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当社の利用しているデリバティブ取引はすべて

ヘッジ会計を適用しているため、取引の時価等に関

する事項の記載を省略しております。 

同左 

 

 

持分法投資損益 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当社には、関連会社が存在しておりませんので、記載し

ておりません。 
同左 
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関連当事者との取引 

 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日) 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 資本金 
事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

        仲介手数料 2,000 ─ ─

役員黒
木透の
近親者 

黒木信和 ― ― 不動産業 
(被所有) 
直接 ─ 

― 管理料 125 ― ―

      

当社が借
上契約に
より建物
の賃貸管
理を行っ
ている。
  

借上家賃原
価 

1.280 ― ―

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 仲介手数料は、一般仲介者と同一基準(宅地建物取引法第46条第１項の規定により平成16年２月18日国土

交通省告示第百号の範囲内)であります。 

３ 管理料は、所有する建物の賃貸管理を当社が行っているため発生しております。管理料は、一般オーナー

の契約基準と同一であります。 

４ 借上家賃原価は、当社が借上契約により建物の賃貸管理を行っているため発生しており、一般オーナーの

契約基準と同一であります。 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日  至 平成 20 年３月 31 日) 

    該当事項はありません。 

 

税効果会計 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

   (流動資産及び流動負債) 

賞与引当金 22,259千円

未払事業税 42,298千円

土地売却益 75,915千円

その他 133,740千円

小計 274,214千円

 

(固定資産及び固定負債) 

役員退職慰労引当金 73,170千円

その他有価証券評価差額金 △9,908千円

減価償却費 3,706千円

その他 38,433千円

小計 105,402千円

繰延税金資産の純額 379,616千円
  

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別内訳 

   (流動資産及び流動負債) 

賞与引当金 21,828千円

未払事業税 23,310千円

土地売却益 35,847千円

その他 23,563千円

小計 104,549千円

 

(固定資産及び固定負債) 

役員退職慰労引当金 85,271千円

退職給与引当金 12,602千円

その他有価証券評価差額金 13,204千円

減価償却費 3,321千円

その他 27,211千円

小計 141,609千円

繰延税金資産の純額 246,158千円
  

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％

 住民税均等割 0.1％

 その他 △0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6％
   

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4％

 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 43.3％
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退職給付 

 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し

た数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
(千円) 

 (1) 退職給付債務 22,032 

 (2) 退職給付引当金 22,032 

３ 退職給付費用の内訳 

 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(千円) 

 勤務費用 7,967 

 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は退職一時金制度を設けています。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し

た数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
(千円) 

 (1) 退職給付債務 31,194 

 (2) 退職給付引当金 31,194 

３ 退職給付費用の内訳 

 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(千円) 

 勤務費用 12,948 

 

ストック・オプション等 

該当事項はありません。 

 

企業結合等 

該当事項はありません。 
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１株当たり情報 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 351円55銭 440円37銭

１株当たり当期純利益 104円37銭 107円93銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

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

当社は、平成18年10月１日付で普通
株式１株を２株に分割する株式分割
を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われた
と仮定した場合における前事業年度
の(１株当たり情報)の各数値は以下
のとおりであります。 

１株当たり純資産額  254円69銭

 １株当たり当期純利益  76円54銭

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

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成19年３月31日)
当事業年度 

(平成 20 年３月 31 日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,783,558 3,486,892

普通株式に係る純資産額(千円) 2,783,558 3,486,892

差額の主な内訳 ─ ─

普通株式の発行済株式数（千株） 7,918 7,918

普通株式の自己株式数（千株） ─ 0

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株） 

7,918 7,917

 

２ １株当たり当期純利益 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益   

 当期純利益(千円) 826,404 854,620 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

 普通株式に係る当期純利益(千円) 826,404 854,620 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 7,918 7,917 

 

 

重要な後発事象 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

  
――― 

 

 
――― 
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５．その他 

 

生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 受注実績 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 14 10,490,495 41.7 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建築請負事業 ─ 28,786 3.0 

計 14 10,519,281 40.3 

(注)１ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 建築請負事業の金額は、改修工事等の雑工事を含んでおります。  

 

 

(2) 販売実績 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 22 19,938,106 105.0 

不動産管理事業 (注２)         ─ 6,139,463 109.5 

建築請負事業 １ 723,895 48.0 

計 23 26,801,464 102.7 

(注)１ 金額には消費税等は含まれておりません。  

２ 建築請負事業の件数は竣工件数であり、金額は進行基準工事売上を含んでおります。  

３ 不動産販売事業は、不動産売上を計上し、売買に係るその他の受注概念のない手数料収入等は不動産管理

事業として計上しております。 

３ 不動産管理事業の管理件数の内容は次のとおりであります。 

区分 棟(ヶ所)数 戸(件)数 

居住用 266棟  9,080戸  

テナント 136ヶ所  446件  

駐車場 ※１  258ヶ所  ※1  2,973件  

※１ 駐車場のヶ所表示は駐車場単独での事業個所を示し、駐車場の件数表示には事業ビルに付随した駐

車場台数(2,606台)を含んでおります。 

 

(3) 期末受注残 

 

区分 件数(件) 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産販売事業 １ 4,638,119 32.9 

不動産管理事業 ─ ─ ─ 

建築請負事業 ─ ─ ─ 

計 １ 4,638,119 31.4 

(注)  金額には消費税等は含まれておりません。 
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