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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高
営業利益又は

　営業損失（△）
経常利益又は

　経常損失（△）
中間（当期）純利益

　又は中間純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 12,454 △56.9 △576 (－) △1,087 (－) △7,961 (－)

19年６月中間期 28,894 74.3 3,206 173.6 2,595 161.9 1,449 163.5

19年12月期 69,591 59.1 6,272 51.8 5,245 47.4 2,934 42.1

１株当たり中間（当期）

純利益又は中間純損失（△）

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △15,583 76 － －

19年６月中間期 2,701 25 2,693 60

19年12月期 5,505 60 5,493 94

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

（注） 平成20年12月期中間連結会計期間において潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、潜在株式は存在

するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

(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６月中間期 71,685 12,612 17.6 24,677 26

19年６月中間期 82,858 21,136 25.5 39,349 30

19年12月期 79,882 21,239 26.6 41,606 68

（参考）自己資本 20年６月中間期 12,612百万円 19年６月中間期 21,136百万円 19年12月期 21,239百万円

(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６月中間期 △23,488 242 10,745 2,780

19年６月中間期 △22,098 △3,740 16,244 13,965

19年12月期 △7,684 △3,431 2,837 15,282

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円  円  円

19年12月期 － 1,300 1,300

20年12月期（予想） － 0 0

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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 41,726 △40.0 △1,882 － △2,925 － △9,614 － △18,812 17
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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

新規 0社  除外 0社   

 

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

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 537,964.7株 19年６月中間期 537,164.7株 19年12月期 537,356.7株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 26,866.7株 19年６月中間期 2.7株 19年12月期 26,866.7株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40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６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高
営業利益又は

　営業損失（△）
経常利益又は

　経常損失（△）
中間（当期）純利益
　又は純損失（△）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 8,895 △62.5 △243 (－) △649 (－) △7,467 (－)

19年６月中間期 23,755 43.5 2,403 94.6 1,843 74.8 1,084 76.7

19年12月期 57,785 35.3 5,168 22.5 4,208 15.4 2,466 14.4

１株当たり中間（当期）
純利益又は純損失（△）

潜在株式調整後
１株当たり中間（当期）
純利益又は純損失（△）

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △14,618 03 － －

19年６月中間期 2,020 66 2,014 94

19年12月期 4,625 90 4,616 10

(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６月中間期 61,625 12,724 20.6 24,896 23

19年６月中間期 69,406 20,860 30.1 38,834 04

19年12月期 66,401 20,863 31.4 40,869 07

（参考）自己資本 20年６月中間期 12,724百万円 19年６月中間期 20,860百万円 19年12月期 20,863百万円

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

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,010 △48.0 △1,800 － △2,594 － △9,112 － △17,828 39

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当中間期の経営成績

当グループが属する不動産業界におきましては、昨年のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱や原油・原材料価格の高騰を背景に、建築費の高騰、金融環境の悪化、着工戸数の減少等も伴い、不動産関連融

資が厳格化されたことにより不動産取引の流動性が低下し、事業環境としては極めて厳しい状況であります。

このような事業環境認識の中、当グループは事業エリアを北は青森から静岡、甲信越、北陸まで連続してカバーし

ており、各エリアの地方衛星都市を積極的に開発し、潜在需要を掘り起こす方針を採っているため大都市圏とは一線

を画しており、分譲マンション事業においては契約・引渡状況とも順調に推移しております。

一方、不動産流動化事業におきましては不動産に係る信用収縮が生じていることにより、契約済みであった大型商

業施設及び一棟売りマンション等が、外資系ファンド・国内ファンド等の都合によりキャンセルが発生するなど、流

動性が著しく低下しており、物件売却が当初想定通りに進捗せず、またこのような環境の下、当グループが保有して

いるたな卸資産の評価減及びのれんの減損損失等、特別損失7,361百万円計上することにより、当中間期につきまし

ては大幅な減収減益となりました。

 

　（売上高）

当中間連結会計期間における売上高は12,454百万円となり、前年同期に比べ16,440百万円減少しました。これは、

分譲マンション事業の売上高が11,324百万円と比較的順調に推移したものの、不動産流動化事業の販売が大幅に減少

したことが要因であります。

　（営業損失）

当中間連結会計期間における営業損失は576百万円となりました（前年同期は営業利益3,206百万円）。この主な要

因は、売上高の減少に伴い、売上総利益が減少したことにあります。

　（経常損失）

当中間連結会計期間における経常損失は1,087百万円となりました（前年同期は経常利益2,595百万円）。この主な

要因は、営業外収益が前年同期に比べ147百万円、営業外費用が247百万円それぞれ減少したものの、営業損失を計上

したことにあります。

　（中間純損失）

当中間連結会計期間における中間純損失は7,961百万円となりました（前年同期は中間純利益1,449百万円）。この

主な要因は、経常損失を計上したことの他、たな卸資産の評価減5,428百万円及びのれんの減損損失1,843百万円を計

上したことによります。

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

<分譲マンション事業>

分譲マンション事業におきましては、事業エリアを北は青森から静岡、甲信越、北陸まで連続してカバーしてお

り、各エリアの地方衛星都市を積極的に開発し、潜在需要を掘り起こす方針を採っているため大都市圏とは一線を

画しており、契約・引渡状況とも順調に推移しております。その結果、売上高は11,324百万円、営業損失は337百

万円となりました。

<不動産流動化事業>

不動産流動化事業におきましては、契約済みであった大型商業施設及び一棟売りマンション等が、外資系ファン

ド・国内ファンド等の都合によりキャンセルが発生するなど、流動性が著しく低下しており、物件売却が当初想定

通りに進捗せず、収益が大幅に減少いたしました。

<その他の事業>

その他の事業におきましては、子会社２社の内装工事・戸建工事の売上高が増加しました。その結果、外部売上

高は1,129百万円（前年同期比25.9％増）、営業利益は47百万円（前年同期比58.8％減）となりました。
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　②当期の見通し

世界的な金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰などを背景とした国内不動産市場の回復にはまだ時間がかか

り、事業環境は厳しい状況が継続するものと思われます。

このような事業環境の下、当グループといたしましては最も得意とする地方衛星都市を中心とした分譲マンショ

ン事業に特化することといたしました。

また中間期におきまして当グループが保有しているたな卸資産の評価減及びのれんの減損損失等、特別損失7,361

百万円を計上することから平成20年12月期の当社グループ業績見通しにつきましては、売上高41,726百万円、経常

損失2,925百万円、当期純損失9,614百万円を見込んでおります。

 

 

(2）財政状態に関する分析

　①資産・負債・純資産の状況

当中間連結会計期間末の総資産は71,685百万円となり前連結会計年度末に比べ8,196百万円減少しております。こ

れは、現金及び預金及びのれんの減少によるものであります。

当中間連結会計期間末における負債は59,073百万円となり前連結会計年度末に比べ431百万円増加しております。

これは長期借入金の増加によるものであります。

当中間連結会計期間末における純資産は、12,612百万円となり前連結会計年度末に比べ8,627百万円減少しており

ます。これは、剰余金の減少によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産や仕入債務の減少

による支出等により、前連結会計年度末に比べ12,501百万円減少し、当中間連結会計期間末には2,780百万円とな

りました。

　当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況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）

当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は23,488百万円（前年同期比6.3％増）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加13,913百万円や仕入債務の減少8,666百万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）

当中間連結会計期間における投資活動の結果獲得した資金は242百万円（前年は3,740百万円使用）となりました。

これは主に、固定資産の売却による収入1,791百万円と、子会社株式の取得による支出650百万円及び預り保証金

の返済による支出700百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は10,745百万円（前年同期比33.9％減）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出8,394百万円、配当金支払額660百万円があったものの短期借入金の純

増額2,900百万円及び長期借入れによる収入16,654百万円によるものであります。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年６月期 平成20年６月期

自己資本比率（％） 25.5 17.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
51.3 8.9

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ －

（注）１．各指標の内容 

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

中間期末における債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

を負債対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用し

ております。なお、営業キャッシュ・フローはマイナスであるために債務償還年数及びインタレスト

・カバレッジ・レシオは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の配当

当社は、利益の配当につきましては、配当性向の維持向上および安定的な利益還元に努めることを基本方針とし、

収益状況に応じた財務体質の強化並びに業容拡大に備えるため内部留保の充実を勘案し、概ね配当性向20％を目安と

して決定しております。

しかしながら、昨年のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰を

背景に、建築費の高騰、金融環境の悪化、着工戸数の減少等も伴い、不動産関連融資が厳格化されたことにより不動

産取引の流動性が低下し、事業環境としては極めて厳しい状況であり、当グループといたしましても平成20年12月期

につきましては大幅な減収減益となる見込みですので、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。
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(4）事業等のリスク

①売上の計上時期による業績変動について

当社グループの主たる事業である分譲マンション事業、不動産流動化事業、耐震補強事業、内装工事事業では、購

入者または発注者との売買契約成立後、建物が竣工し、購入者または発注者へ引渡した時点で売上を計上しているた

め、その引渡時期により同一年度内において売上高及び利益に偏りが生じる場合があります。過年度におきましては、

引渡しが下半期に行われた割合が高く売上高及び利益が下期に偏重しております。

また、マンション等の工事の遅延等により竣工、引渡時期の変動や購入者または発注者の都合等により引渡しが遅

延した場合には、売上計上時期が事業年度間において変動する可能性もあります。

なお、将来的には引渡時期の平準化を目的とした仕入、受注及び販売体制を構築していくことを目標にしているた

め、上半期及び下半期の経営成績の偏重がなくなる可能性もあります。

②のれんの償却について

当社グループは、のれんの償却について効果の発現すると見積られる期間で均等償却を行っております。将来にお

いて、その効果が取得時の見積りに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる場合には、当該のれん残高について

相当の減額を行う可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③有利子負債への依存について

当社グループは、分譲マンション事業、不動産流動化事業を中心に積極的に事業の拡大をしており、事業用地の仕

入資金は主に金融機関からの借入により調達していることから、平成20年６月期末における借入金残高は50,764百万

円、負債純資産合計額に対する借入金の割合は70.8％となっております。 

これらの金融機関との取引関係は安定しておりますが、経済・金融情勢の変化により、急激な地価の変動や金利の

変動等が生じた場合には、当社グループ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。 

④法的規制について

当社グループは、宅地建物取引業者として宅地建物取引業法第三条に基づく宅地建物取引業者免許証（免許証番号

　国土交通大臣(3)第５３８１号　有効期間：平成15年９月14日から平成20年９月13日まで）、（免許証番号　宮城

県知事(1)第５４０１号　有効期間：平成18年10月７日から平成23年10月６日まで）、（免許証番号　国土交通大臣

(1)第６９６４号　有効期間　平成16年11月19日から平成21年11月18日まで）の交付を受け、また建設業者として建

設業法第三条に基づく宮城県知事の許可（（許可番号　（般－１８）第５９２９号　有効期間：平成18年７月５日か

ら平成23年７月４日まで））、静岡県知事の許可（（許可番号　（般－１７）第２０２１６号　有効期間：平成17年

６月28日から平成22年６月27日まで））を受け、不動産販売等を主に業務を行っております。加えて業務を進めるに

あたり、国土利用計画法・建築基準法・都市計画法・借地借家法・建物の区分所有等に関する法律等の規制を受けて

おります。

また、監督官庁を国土交通大臣及び都道府県知事とする土地区画整理法・宅地造成等規制法・消防法・住宅品質確

保促進法・その他の関連条例等の規制を受けております。 

さらに、不動産流動化事業における商業施設の企画・開発にあたっては、監督官庁を都道府県知事（政令指定都市

での開発は、該当する政令指定都市）とする大規模小売店舗立地法の規制を受けております。 

当社グループの主要な事業活動の継続には前述のとおり宅地建物取引業者免許が必要ですが、現時点において、当

社グループは宅地建物取引業法第五条及び第六十六条に定められる免許の取消または更新欠格の事由に該当する事実

はないと認識しております。また、同様に宮城県知事の許可につきましても、現時点において、建設業法第八条及び

第二十九条に定められる許可の取消または更新欠格の事由に該当する事実はないと認識しております。

しかしながら、将来、何らかの理由により免許等の取消等があった場合には、当社グループの主要な事業活動に支

障をきたすとともに業績に重大な影響を与える可能性があります。

　⑤事業用地の仕入れについて

当社グループは、個人・法人・地方公共団体等により事業用地を取得しており、仕入に際しては十分な事前調査を

行う方針であり、汚染が認識された場合、専門業者による洗浄等の措置を講じることとしておりますが、契約時まで

に認識しなかった瑕疵が工事の着工後等に明らかになる可能性があります。このような瑕疵につきましては、契約上、

売主責任を明示しておりますが、瑕疵の内容等によって売主責任を問えない場合には、工期の遅れや工事の追加費用、

解約違約金、裁判費用等が生じ当社グループ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。

－ 6 －



⑤耐震強度偽造問題について

1)耐震強度偽造問題への関与について

平成17年11月に発覚いたしました「耐震強度偽造問題」につきまして、当社グループの分譲マンション事業、

不動産流動化事業における平成18年５月までの竣工及び着工した物件全169棟8,374戸におきましては、耐震強

度偽造に関与したと国土交通省が特定した姉歯元建築士をはじめとする偽造関与業者との取引は一切なく、当

社グループの分譲・賃貸マンション及び商業施設の耐震強度につきましては問題ありません。

2)構造計算書の確認について 

当社グループは「耐震強度偽造問題」を受けて、分譲マンション事業、不動産流動化事業における平成18年５

月までの竣工及び着工物件全169棟8,374戸において、構造計算書の再確認を行いました。確認方法といたしまし

ては、当社グループが依頼しております各物件の設計事務所及び構造事務所に対し、構造設計上の安全確認を行

い、すべての設計事務所及び構造事務所から構造設計上で安全な建物であることを書面にて受領いたしました。

さらに今回の「耐震強度偽造問題」について、偽造物件を見過ごしたとして報道されている指定確認検査機関に

て建築確認を受けました物件をはじめとする引渡し済の物件につきまして、建築確認の信頼性を充実させる目的

で、社団法人日本建築構造技術者協会及びその他第三者機関に構造計算書のチェックを依頼し、「構造計算書等

に故意の改ざん、偽造等の不正は見受けられず、数値の一貫性があり通常である」との見解をいただいておりま

す。また、未引渡しの物件につきましては、指定住宅性能表示制度評価機関より、住宅性能表示取得をしており

ます。 

3)耐震強度偽装問題への対応について 

今後、当社グループにて開発を行う物件につきましては、指定確認検査機関による建築確認審査、さらには指

定住宅性能表示制度評価機関等による審査とそれぞれ異なる指定機関に審査依頼をし、二重チェックによる

チェック体制の強化を図ってまいります。

4)改正建築基準法の施行による影響について

耐震偽装などによる不正を防止することを目的として改正建築基準法が平成19年６月に施行されて以降、構造

計算の作業量が増加したことに加え、建築確認手続が厳格化したことから、建築確認申請の審査業務の停滞が

起こっております。こうした状態は、長期化はせず正常化すると考えておりますが、当社が想定する以上に停

滞が長引いた場合、物件の完成引渡し時期の遅延が当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　事業系統図は、次のとおりであります。

 

株式会社サンシティビルド（連結子会社） 

その他の事業（耐震補強、内装工事事業等） 

購入者または発注者（一般顧客、事業法人、投資家等） 

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
事
業 

不
動
産
流
動
化
事
業 

仲
介 

株式会社サンシティ 

分譲マンション事業 

不動産流動化事業 

その他の事業（不動産賃貸事業、その他） 

事業用地売主 

事業用地情報提供者 

建設業者 

設計監理業者 

建設発注 

設計の発注 

設計監理 

売買契約 

情報の提供 

そ
の
他
の
事
業 

株式会社地建（連結子会社） 

分譲マンション事業 

その他の事業 

（不動産賃貸事業、その他） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は会社設立以来、「人と人」「人と街」「人々の暮らし」－それらの快適な関係の創造を通じて社会に貢献す

ることを経営理念とし、「東北の街の景観を変える」ことを経営目標に、分譲マンション事業の企画・販売に特化し

た事業展開を行い、発展してまいりました。

全社的経営戦略の特徴といたしましては、多様化するニーズを的確に捉えた商品企画と積極的な提案型営業を、常

に顧客の立場に立った視点で行い、顧客満足を徹底的に追求することであります。

(2）目標とする経営指標

当社は、株主様への安定的な利益還元に努めるためにも、売上高経常利益率について9％以上を目標に販売費及び一

般管理費の削減等に努力していく所存であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

経営の基本方針を継続して具現化するため、営業体制の強化、管理体制の強化及びマーケティング能力の向上を図

り、下記目標の達成に向け全力で取り組んでまいります。

①　東北地区マンション供給戸数第１位の地位確立。

②　財務体質及び組織体制の強化。

③　新市場の開拓型営業（潜在需要の掘り起こし）、営業推進機能の強化。

(4）会社の対処すべき課題

世界的な金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰などを背景とした国内不動産市場の回復にはまだ時間がかかり、

事業環境は厳しい状況が継続するものと思われます。

このような事業環境の下、当グループといたしましては最も得意とする地方衛星都市を中心とした分譲マンション

事業に特化することといたしました。グループの全資源を分譲マンション事業に集約し、また販管費等を大幅に削減

することにより、来年度以降の事業安定化を図ってまいる所存です。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   14,303   2,940   15,342  

２．受取手形及び売掛金   910   1,147   1,585  

３．たな卸資産 ※２  58,579   60,270   53,163  

４．その他   2,080   1,599   2,200  

貸倒引当金   △36   △27   △65  

流動資産合計   75,837 91.5  65,930 92.0  72,225 90.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  2,157   3,203   2,996  

２．無形固定資産           

(1)のれん  3,950   1,673   3,727   

(2)その他  11 3,962  11 1,684  11 3,738  

３．投資その他の資産   968   953   999  

貸倒引当金   △66   △87   △78  

固定資産合計   7,021 8.5  5,755 8.0  7,656 9.6

資産合計   82,858 100.0  71,685 100.0  79,882 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び工事未
払金

  3,911   4,975   13,641  

２．短期借入金 ※２  4,417   5,954   3,054  

３．一年内返済予定長期
借入金

※２  16,877   15,255   12,959  

４. 賞与引当金   128   120   34  

５．その他   4,709   2,171   3,950  

流動負債合計   30,043 36.3  28,477 39.7  33,640 42.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   271   520   262  

２．長期借入金 ※２  30,289   29,553   23,589  

３．役員退職慰労引当金   235   328   249  

４．その他   881   193   899  

固定負債合計   31,677 38.2  30,595 42.7  25,001 31.3

負債合計   61,721 74.5  59,073 82.4  58,642 73.4
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   7,507 9.1  7,510 10.5  7,508 9.4

２．資本剰余金   7,389 8.9  7,392 10.3  7,390 9.2

３．利益剰余金   6,244 7.5  △895 △1.3  7,729 9.7

４．自己株式   △0 △0.0  △1,367 △1.9  △1,367 △1.7

株主資本合計   21,140 25.5  12,640 17.6  21,260 26.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  2 0.0  △19 △0.0  △10 0.0

２．繰延ヘッジ損益   △6 △0.0  △8 △0.0  △9 0.0

評価・換算差額等合計   △3 △0.0  △27 △0.0  △20 0.0

純資産合計   21,136 25.5  12,612 17.6  21,239 26.6

負債純資産合計   82,858 100.0  71,685 100.0  79,882 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   28,894 100.0  12,454 100.0  69,591 100.0

Ⅱ　売上原価   23,300 80.6  10,143 81.4  56,973 81.9

売上総利益   5,594 19.4  2,311 18.6  12,618 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,388 8.3  2,888 23.2  6,345 9.1

営業利益又は営業損
失（△）

  3,206 11.1  △576 △4.6  6,272 9.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  15   12   33   

２．解約違約金収入  11   18   93   

３．賃貸収入  416   252   572   

４．その他  69 513 1.8 82 365 2.9 116 815 1.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  419   547   1,062   

２．支払手数料  535   207   582   

３．賃貸原価  109   83   131   

４．その他  59 1,123 3.9 37 876 7.0 66 1,842 2.7

経常利益又は経常損
失（△）

  2,595 9.0  △1,087 △8.7  5,245 7.5

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   29   －   

２．固定資産売却益　 ※２ －   674   －   

３．その他　  － － － 77 780 6.3 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 0   8   0   

２．固定資産売却損　 ※４ －   59   6   

３．投資有価証券評価損  －   15   －   

４．たな卸資産評価損　  －   5,428   －   

５．固定資産減損損失 ※５ －   1,843   －   

６．その他　  － 0 0.0 6 7,361 59.1 － 6 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
中間純損失（△）

  2,595 9.0  △7,668 △61.5  5,238 7.5

法人税、住民税及び
事業税

 1,192   12   2,392   

法人税等調整額  △47 1,145 4.0 281 293 2.4 △88 2,303 3.3

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

  1,449 5.0  △7,961 △63.9  2,934 4.2
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年6月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 5,706 △0 20,599

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 1 1   3

剰余金の配当   △912  △912

中間純利益   1,449  1,449

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 537 － 540

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,507 7,389 6,244 △0 21,140

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,585

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    3

剰余金の配当    △912

中間純利益    1,449

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
5 5 10 10

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
5 5 10 551

平成19年６月30日　残高

（百万円）
2 △6 △3 21,136
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 当中間連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年6月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,508 7,390 7,729 △1,367 21,260

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 2 2   4

剰余金の配当   △663  △663

中間純損失   △7,961  △7,961

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
2 2 △8,624 － △8,619

平成20年６月30日　残高

（百万円）
7,510 7,392 △895 △1,367 12,640

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
△10 △9 △20 21,239

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    4

剰余金の配当    △663

中間純損失    △7,961

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△8 1 △7 △7

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△8 1 △7 △8,627

平成20年６月30日　残高

（百万円）
△19 △8 △27 12,612
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 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 5,706 △0 20,599

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2 2   4

剰余金の配当   △912  △912

当期純利益   2,934  2,934

自己株式の取得　    △1,367 △1,367

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

（百万円）
2 2 2,022 △1,367 660

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,508 7,390 7,729 △1,367 21,260

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,585

連結会計年度中の変動額

新株の発行    4

剰余金の配当    △912

当期純利益    2,934

自己株式の取得　    △1,367

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△7 1 △6 △6

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△7 1 △6 654

平成19年12月31日　残高

（百万円）
△10 △9 △20 21,239
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
中間純損失（△）

 2,595 △7,668 5,238

減価償却費  11 23 30

のれん償却額  120 210 343

のれん減損損失　  － 1,843 －

たな卸資産評価損　  － 5,428 －

貸倒引当金の増減額
(△減少額）

 35 △29 76

賞与引当金の増減額
(△減少額） 

 88 86 △5

役員退職慰労引当金
の増減額(△減少額)

 △24 78 △10

退職給付引当金の増
減額(△減少額)

 2 △0 4

受取利息及び受取配
当金

 △16 △13 △30

支払利息  419 547 1,062

有形固定資産除却損  0 8 0

有形固定資産売却益  － △674 △0

有形固定資産売却損  － 59 6

売上債権の増減額
（△増加額）

 564 437 △109

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 △12,923 △13,913 △8,409

前渡金の増減額
（△増加額）

 △286 917 △474

仕入債務の増減額
（△減少額）

 △11,287 △8,666 △1,557

前受金の増減額
（△減少額）

 △353 1 △660

その他の資産の増減
額（△増加額）

 153 △494 239

その他の負債の増減
額（△減少額）

 286 357 △209

その他  △9 15 △69

小計  △20,624 △21,442 △4,536

利息及び配当金の受
取額

 14 17 30

利息の支払額  △393 △565 △1,062

法人税等の支払額  △1,095 △1,497 △2,116

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △22,098 △23,488 △7,684
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

 △82 △100 △144

定期預金の払戻によ
る収入

 82 100 422

有形固定資産の取得
による支出

 △4 △11 △8

有形固定資産の売却
による収入　

 － 1,791 44

無形固定資産の取得
による支出

 △0 － △0

投資有価証券の取得
による支出

 △0 △0 △0

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出

 △3,728 △650 △3,728

貸付けによる支出  △17 △4 △47

貸付金の回収による
収入

 11 4 21

預り保証金の返済に
よる支出

 － △700 －

その他の投資による
支出

 △9 △262 △75

その他の投資による
収入

 7 75 83

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,740 242 △3,431

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △4,460 2,900 △5,248

長期借入れによる収
入

 27,889 16,654 39,546

長期借入金の返済に
よる支出

 △6,280 △8,394 △29,130

社債の償還による支
出　

 － △59 △58

社債の発行による収
入

 － 300 －

株式の発行による収
入

 3 4 4

自己株式の取得によ
る支出　

 － － △1,367

配当金の支払額  △907 △660 △910

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 16,244 10,745 2,837

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減（△）額

 △9,595 △12,501 △8,278

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 23,560 15,282 23,560

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 13,965 2,780 15,282
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　２社　

連結子会社名

株式会社サンシティビルド

株式会社地建

(1)連結子会社の数　　　２社　

同左

(1)連結子会社の数　　　２社　

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 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社のうち株式会社サンシ

ティビルドの中間決算日は５月31日

であり、中間連結決算日との差は

３ヶ月以内であるため、中間連結財

務諸表の作成にあたっては、同日現

在の中間財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

同左   連結子会社のうち株式会社サンシ

ティビルドの決算日は11月30日であ

り、連結決算日との差は３ヶ月以内

であるため、連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の財務諸表を

基礎としております。

　なお、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

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

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

  

 

(1)有価証券

その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

 

 

(1)有価証券 

 その他有価証券

①　時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。

②　時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

なお、匿名組合契約に基づく

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

手可能な最近の決算書類を基礎

とし、損益の純額に対する持分

相当額を取込む方法によってお

ります。

②　時価のないもの

移動平均法による原価法を採

用しております。

なお、匿名組合契約に基づく

出資（金融商品取引法第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

て入手可能な最近の決算書類を

基礎とし、損益の純額に対する

持分相当額を取込む方法によっ

ております。

②　時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

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を採用して

おります。

(2)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

同左

(2)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不

動産

同左

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しており

ます。

貯蔵品 

同左

貯蔵品 

同左

(3)デリバティブ取引 

  時価法を採用しております。

(3)デリバティブ取引 

同左

(3)デリバティブ取引 

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(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

建物（附属設備を除く）

１. 平成10年３月31日以前に取

得したものについては、旧定

率法を採用しております。

２．平成10年４月１日から平成

19年３月31日までに取得したも

のについては旧定額法を採用し

ております。

３．平成19年４月１日以降に取

得したものついては、定額法を

採用しております。

 

   　建物以外

１．平成19年３月31日以前に取

得したものついては、旧定率法

を採用しております。

２．平成19年４月１日以降に取

得したものついては、定率法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以

 　下のとおりであります。

   　　建物及び構築物

　　 　８年～50年 

  （会計処理の変更）　　 

当中間連結会計期間より、法

人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の固定資産に

ついては、改正法人税法に規定

する償却方法に変更いたしまし

た。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽徴でありま

す。 

(1)有形固定資産

定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　８年～50年 

(1)有形固定資産

定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　８年～50年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理の変更）

当連結会計年度より、平成19

年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の有

形固定資産については、改正後

の法人税法に規定する償却方法

に変更いたしました。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽徴でありま

す。 

(2)無形固定資産  　　　　　　　

　定額法によっております。

(2)無形固定資産  　　　　　　　

同左

(2)無形固定資産  　　　　　　　

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3)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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

 (2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当中間連結会計期間の負担に属す

る部分を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当連結会計年度の負担に属する部

分を計上しております。

(3)退職給付引当金 

当社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける簡便法（期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）に

よる退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。

 

なお、当中間連結会計期間末に

おいては、年金資産が退職給付債

務を21百万円上回ったため、投資

その他の資産のその他に含めて計

上しております。

(3)退職給付引当金 

当社及び連結子会社１社は、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における簡便法

（期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法）による退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

なお、当中間連結会計期間末に

おける提出会社においては、年金

資産が退職給付債務を６百万円上

回ったため、投資その他の資産の

その他に含めて計上しております。

(3)退職給付引当金 

当社及び連結子会社１社は、従

業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における簡便法

（期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法）による退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、連結会計年度末において発

生していると認められる額を計上

しております。

なお、当連結会計年度末におい

ては、年金資産が退職給付債務を

16百万円上回ったため、投資その

他の資産のその他に含めて計上し

ております。

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、当社内規に基づ

く中間期末要支給額を計上してお

ります。

(4)役員退職慰労引当金 

当社及び連結子会社１社は、役

員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金 

当社及び連結子会社１社は、役

員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(4)重要なリース取引の処理

方法

 

 

 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(5)重要なヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ取引　

ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3)ヘッジ方針

将来の借入金の金利上昇リスク

に対し、借入額の範囲内で金利ス

ワップ取引によりヘッジを行う方

針であります。

(3)ヘッジ方針

将来の借入金の金利上昇リスク

に対し、借入額の範囲内で金利ス

ワップ取引によりヘッジを行う方

針であります。

また、ヘッジ会計の中止に伴っ

て発生した評価差額は、ヘッジ対

象の満期までの期間にわたって金

利の調整として各期の損益に配分

しております。

(3)ヘッジ方針

同左

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してお

ります。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・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

到来する短期投資からなっており

ます。

同左 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

する短期投資からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── ──────  （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度より「企業結合

に係る会計基準（企業会計審議会

　平成15年10月31日）」及び「事

業分離等に関する会計基準（企業

会計基準第７号　平成17年12月27

日）」並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する

適用指針（企業会計基準適用指針

第10号　最終改正平成18年12月22

日）」を適用しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

 （中間連結貸借対照表） 

「のれん」は、前中間連結会計期間まで、無形固定

資産に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計

期間末において資産総額の100分の１を超えたため区

分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間末の「のれん」の金額は

69百万円であります。

──────

 

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

──────  （たな卸資産）  （たな卸資産）

 当中間連結会計期間において、保

有目的の変更によりたな卸資産から

建物及び構築物へ1,147百万円、土地

へ230百万円振替えております。

当連結会計年度において、保有目

的の変更によりたな卸資産から建物

及び構築物へ691百万円、土地へ209

百万円振替えております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

190百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

167百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

198百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 

 (百万円)

販売用不動産 490

仕掛販売用不動産 29,174

建物及び構築物 512

土地 1,282

計 31,459

 (百万円)

定期預金 50

販売用不動産 12,269

仕掛販売用不動産 20,808

建物 1,316

土地 751

計 35,197

 (百万円)

定期預金　 50 

販売用不動産    391 

仕掛販売用不動産      22,459

建物及び構築物 523

土地 1,282

 計 24,707

　なお、上記の他連結上相殺消去

しております関係会社株式6,500百

万円があります。

　なお、上記の他連結上相殺消去

しております関係会社株式5,310百

万円があります。

　なお、上記の他連結上相殺消去

しております関係会社株式6,500百

万円があります。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

 (百万円)

短期借入金 1,369 

一年内返済予定長期

借入金
6,744

長期借入金 26,619

計 34,732

 

 (百万円)

短期借入金      2,400 

一年内返済予定長期

借入金
    8,351

長期借入金      26,834

計 37,586

 

 (百万円)

短期借入金      351 

一年内返済予定長期

借入金
     6,239

長期借入金      19,730

計       26,321

 

　なお、上記の他に、短期借入

金1,760百万円、一年内返済予定

長期借入金8,667百万円及び長期

借入金2,449百万円に対して、販

売用不動産1,248百万円及び仕掛

販売用不動産11,360百万円を登

記留保として提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入

金1,955百万円、一年内返済予定

長期借入金6,500百万円及び長期

借入金2,208百万円に対して、仕

掛販売用不動産9,591百万円を登

記留保として提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入

金1,631百万円、一年内返済予定

長期借入金5,751百万円及び長期

借入金3,435百万円に対して、販

売用不動産1,194百万円及び仕掛

販売用不動産9,139百万円を登記

留保として提供しております。

３．      ──────

 

３．受取手形の期末裏書高は、155百

万円であります。

 

３．受取手形の期末裏書高は、255百

万円であります。

４．      ──────

 

４. 偶発債務

住宅ローン融資利用者のため

に金融機関等に対し補償を行っ

ております。

保証先 金額(百万円)

住宅ローン利用

者（６名）
20

４. 偶発債務

次の関係会社について、平成

19年12月12日付の金融機関から

の借入に対し債務保証を行って

おります。

保証先
金額(百

万円)
内容

株式会社

サンシ

ティビル

ド

200 運転資金
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

５．      ────── ５.　当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミッ

トメントの

総額

800

借入実行残

高 

800

計 －

５.　当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。

貸出コミッ

トメントの

総額

800

借入実行残

高 

－

計 800

６．      ────── ６. 財務制限条項

(1) 当社は、株式会社三井住友銀行

をエージェントとするシンジケー

トローン契約（参加行７行、返

済期限平成23年９月30日、当中

間連結会計期間末借入金残高

4,387百万円）を締結しておりま

す。当該契約には、下記の財務

制限条項が付されており、これ

に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づくエージェントの通

知があれば、期限の利益を喪失

し、直ちに借入金並びに利息及

び精算金等を支払う義務を負っ

ております。

① 各年度の決算日における単体の

貸借対照表における自己資本（純

資産の部の合計金額から新株予

約権及び繰延ヘッジ損益の合計

金額を控除した金額）の合計金

額を、平成17年12月の本決算期

の末日における自己資本の合計

金額の75％、または直前決算期

末の自己資本の合計金額の75％

以上のいずれか高いほうに維持

すること。

② 各年度の決算期の末日の報告書

等に記載される連結損益計算書

及び単体の損益計算書における

経常損益を損失としないこと。

６．      ──────
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

 (2) 当社は、株式会社あおぞら銀行

をエージェントとするシンジケー

トローン契約（参加金融機関等

９社、返済期限平成22年６月30

日、当中間連結会計期間末借入

金残高6,900百万円）を締結して

おります。当該契約には下記の

財務制限条項が付されており、

これに抵触した場合、多数貸付

人の請求に基づくエージェント

の通知があれば、借入金並びに

利息及び精算金等を支払う義務

を負っております。

① 各事業年度の末日における連結

及び単体の貸借対照表における

純資産の部の金額（但し、連結

の貸借対照表においては純資産

の部の金額から繰延ヘッジ損益、

新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額であり、単体の貸

借対照表においては純資産の部

の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額をい

う。）を直前の事業年度のそれ

ぞれ連結及び単体の貸借対照表

における純資産の部の金額の

75％以上に維持すること。

② 各事業年度の末日にかかる連結

及び単体の損益計算書上の営業

損益及び経常損益にがそれぞれ

営業損失及び経常損失とならな

いこと。
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

(3) 当社は、株式会社みずほ銀行を

エージェントとするシンジケー

トローン契約（参加金融機関等

８社、返済期限平成24年６月25

日、当中間連結会計期間末借入

金残高3,640百万円）を締結して

おります。当該契約には下記の

財務制限条項が付されており、

これに抵触した場合、多数貸付

金の請求に基づくエージェント

の通知があれば、期限の利益を

喪失し、直ちに借入金並びに利

息及び精算金等を支払う義務を

負っております。

① 平成19年６月以降の決算期の末

日および中間決算の日において、

以下の各号の条件を充足するこ

と。

　Ⅰ 貸借対照表（連結ベース）

の純資産の部の金額を平成18年

12月決算期末日における貸借対

照表（連結ベース）の純資産の

部の金額以上に維持すること。

　Ⅱ 貸借対照表（単体ベース）

の純資産の部の金額を平成18年

12月決算期末日における貸借対

照表（単体ベース）の純資産の

部の金額以上に維持すること。

② 平成19年12月以降の決算期の末

日において、以下の各号の条件

を充足すること。

　Ⅰ 損益計算書（連結ベース）

の経常損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。

　Ⅱ 損益計算書（単体ベース）

の経常損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成19年12月31日）

(4) 当社は、株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行をエージェントとするシ

ンジケートローン契約（参加行

３行、返済期限平成22年４月30

日、当中間連結会計期間末借入

金残高3,659百万円）を締結して

おります。当該契約には下記の

財務制限条項が付されており、

これに抵触した場合、多数貸付

人の請求に基づきエージェント

の通知があれば、借入金並びに

利息及び精算金等を支払う義務

を負っております。

① 各年度の決算期の末日における

単体の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単

体の貸借対照表における純資産

の部の金額以上にそれぞれ維持

すること。

② 各年度の決算期の末日における

連結の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連

結の貸借対照表における純資産

の部の金額以上にそれぞれ維持

すること。

③ 各年度の決算期に係る単体の損

益計算書上の経常損益に関して、

それぞれ経常損失を計上しない

こと。

④ 各年度の決算期に係る連結の損

益計算書上の経常損益に関して、

それぞれ経常損失を計上しない

こと。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

※１．販売費及び一般管理費の主要な

費目と金額は次のとおりであり

ます。

 (百万円)

給料手当 451

賞与引当金繰入

額 
57

役員退職慰労引

当金繰入額 
16

退職給付費用 30

広告宣伝費 417

支払手数料 371

貸倒引当金繰入

額
10

減価償却費 6

 (百万円)

給料手当 599

賞与引当金繰入

額 
64

役員退職慰労引

当金繰入額 
78

退職給付費用 46

広告宣伝費 510

支払手数料 240

減価償却費 8

 (百万円)

給料手当 962

賞与引当金繰入

額 
26

役員退職慰労引

当金繰入額 
29

退職給付費用 69

広告宣伝費 1,665

支払手数料 1,085

減価償却費 16

   

※２.　　　――――――― ※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

 (百万円)

建物及び構築物 96

土地 577

計 674

※２.　　　　―――――――　

   

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※３．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

 (百万円)

有形固定資産そ

の他
0

計 0

 (百万円)

建物及び構築物 6

有形固定資産そ

の他
1

計 8

 (百万円)

　その他 0
　   

   

※４.　　――――――― ※４．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

 (百万円)

土地 59

※４．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

 (百万円)

建物及び構築物 6
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※５.　　――――――― ※５．減損損失 ※５.　　―――――――

 　当中間連結会計期間において、

連結子会社、株式会社地建に係る

のれんについて減損損失を計上し

ました。

　当社グループは、原則として賃

貸用資産については、個別資産ご

とにグルーピングを行い、それ以

外の共用資産又はのれんについて、

事業部門等のより大きな単位でグ

ルーピングしております。

　当中間連結会計期間において、

不動産市況の著しい悪化等の影響

により、上期業績が予算未達となっ

たことから、中期事業計画を見直

した結果、株式買収時に予定して

いた超過収益力が一部見込めなく

なったことから、のれんの減損を 

1,843百万円計上しております。

　回収可能価額については、割引

キャッシュフロー（ＤＣＦ）方式

を採用し、今後8.5年のキャッシュ

フロー予測を基に、割引率6.0％を

適用して算定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式（注） 536,748.70 416 － 537,164.70

 合計 536,748.70 416 － 537,164.70

 自己株式     

 普通株式 2.70 － － 2.70

 合計 2.70 － － 2.70

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち416株は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新

株予約権の行使によるものであります。

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 912 1,700 平成18年12月31日 平成19年３月29日

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式　     

 普通株式（注） 537,356.70 608.00 － 537,964.70

 合計 537,356.70 608.00 － 537,964.70

 自己株式     

 普通株式 26,866.70 － － 26,866.70

 合計 26,866.70 － － 26,866.70

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち416株は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新

株予約権の行使によるものであります。

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 663 1,300 平成19年12月31日 平成20年３月28日
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前会計年度末

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）１ 536,748.70 608.00 － 537,356.70

 合計 536,748.70 608.00 － 537,356.70

 自己株式     

 普通株式（注）２ 2.70 26,864.00 － 26,866.70

 合計 2.70 26,864.00 － 26,866.70

（注）１．発行済株式総数の増加は、第１回新株予約権の行使によるものであります。

２．自己株式の株式数の増加は、市場買付けによるものであります。

 

２．配当金に関する事項

 配当金支払額

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日

 平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 912 1,700 平成18年12月31日 平成19年３月29日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議予定） 株式の種類
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 663 利益剰余金 1,300 平成19年12月31日 平成20年３月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※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

（平成19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 14,303

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△338

現金及び現金同等物 13,965

（百万円）

現金及び預金勘定 2,940

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△160

現金及び現金同等物 2,780

（百万円）

現金及び預金勘定 15,342

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△60

現金及び現金同等物 15,282

 

※２．　　　―――――――

 

※２．当中間連結会計期間で株式の取

得により増加した資産及び負債の

主な内訳は次のとおりでありま

す。

　当中間連結会計期間における子

会社株式取得による支出650百万

円は前連結会計年度における子会

社株式取得に対する未払金であり

ます。

 

※２．株式の取得により新たに連結子

会社となった株式会社地建の連結

開始時における資産及び負債の内

訳並びに子会社株式の取得による

支出（純額）との関係は次のとお

りであります。

（百万円）

流動資産 15,077

固定資産 2,122

のれん 4,018

流動負債 △11,213

固定負債 △3,505

当連結会計年度

に取得した株式

の取得価額

6,500

未払金 △650

新規連結子会社

の現金及び現金

同等物

△2,121

子会社株式取得

による支出
3,728
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

(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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

8 2 5

有形固定資産
その他
（器具及び備
品）

58 25 33

合計 66 28 38

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

31 9 22

有形固定資産
その他
（器具及び備
品）

81 33 47

合計 113 42 70

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

31 5 25

有形固定資産
その他
（器具及び備
品）

54 26 27

合計 86 32 53

(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 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 12百万円

１年超 28百万円

合計 40百万円

１年内   21百万円

１年超   51百万円

合計   72百万円

１年内   16百万円

１年超   39百万円

合計   55百万円

(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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額  9百万円

支払利息相当額  1百万円

支払リース料   16百万円

減価償却費相当額   14百万円

支払利息相当額  1百万円

(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 

(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

(5)利息相当額の算定方法

 　　　　　　 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 1百万円

合計 5百万円

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

１年内  4百万円

１年超  10百万円

合計  15百万円

 （減損損失について）

　　　　　　 同左

１年内  3百万円

１年超  4百万円

合計  7百万円

 （減損損失について）

　　　　　　 同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

①株式 22 23 1

②債券  － －  －

③その他 105 108 2

合計 127 132 4

（注）　その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該中間連結会計期間末の時価が取得原価の70％

以下の銘柄についてその適用対象としております。ただし、当該中間連結会計期間末の時価が取得原価の70％以

下、50％超の銘柄については、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこと

としております。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 ③その他

 

11

100

115

 

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

①株式 13 13 0

②債券 － － －

③その他 102 81 △21

合計 116 94 △21

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 ③その他

 

11

100

110

（注）その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該中間連結会計期間末の時価が取得原価の70％以

下の銘柄についてその適用対象としております。ただし、当該中間連結会計期間末の時価が取得原価の70％以下、

50％超の銘柄については、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしてお

ります。

なお、当中間連結会計期間において、その他有価証券について15百万円減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成19年12月31日）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

①株式 25 17 △8

②債券  － －  －

③その他 105 92 △12

合計 130 109 △21

（注）　その他有価証券で時価のある株式等の減損処理にあたっては、当該連結会計年度末日の時価が取得原価の70％以

下の銘柄についてその適用対象としております。ただし、当該期末日の時価が取得原価の70％以下、50％超の銘

柄については、過去１年間を通じて時価が取得原価の70％以下である場合に減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

①非上場株式

 ②非上場債券

 ③その他

 

11

100

111
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（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

デリバティブ取引の種類、契約額等、時価及び評価損益

（金利関連）

区分 種類
契約額等

（百万円）

契約額等のうち１年

超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外の取引

金利スワップ取引     

 受取変動・支払固定 2,700 2,700 △3 9

 受取変動・支払変動 300 300 △18 △4

 受取固定・支払変動 1,950 1,950 △71 △7

合計 4,950 4,950 △93 △3

（注）１．時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格によっております。 

２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

　当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

デリバティブ取引の種類、契約額等、時価及び評価損益

（金利関連）

区分 種類
契約額等

（百万円）

契約額等のうち１年

超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外の取引

金利スワップ取引     

 受取変動・支払固定 2,000 2,000 △3 4

 受取変動・支払変動 300 300 △9 △2

 受取固定・支払変動 1,800 1,800 △38 △11

合計 4,100 4,100 △51 △9

（注）１．時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格によっております。 

２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。
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　前連結会計年度末（平成19年12月31日）

デリバティブ取引の種類、契約額等、時価及び評価損益

（金利関連）

区分 種類
契約額等

（百万円）

契約額等のうち１年

超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

市場取引以外の取引

金利スワップ取引     

 受取変動・支払固定 2,700 2,700 △10 1

 受取変動・支払変動 300 300 △4 9

 受取固定・支払固定 1,850 1,850 △26 37

合計 4,850 4,850 △41 48

（注）１．時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格によっております。 

２．ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 12,504 15,492 897 28,894 － 28,894

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 154 154 (154) －

計 12,504 15,492 1,051 29,049 (154) 28,894

営業費用 11,661 13,036 937 25,634 54 25,688

営業利益 843 2,456 114 3,413 (208) 3,206

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は182百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 11,324 － 1,129 12,454 － 12,454

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 513 513 (513)　 －

計 11,324 － 1,643 12,967 (513)　 12,454

営業費用 11,662 29 1,596 13,287 (256)　 13,031

営業利益（または△営業損失） △337 △29 47 △319 (256)　 △576

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は258百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 
分譲マン　
ション事業
（百万円）

不動産
流動化事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去
または全社

　　
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 29,570 37,535 2,485 69,591 － 69,591

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
－ － 911 911 (911)　 －

計 29,570 37,535 3,397 70,503 (911)　 69,591

営業費用 28,267 32,569 3,034 63,872 (552) 　 63,319

営業利益 1,303 4,965 362 6,631 (359)　 6,272

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な商品

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ　

 ル等の買取り、売却

(3)その他の事業 ・・・・・・・・ 賃貸業務・耐震補強工事・分譲マンションの内装工事等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は324百万円であり、その主なものは、親

会社の管理部門に係る費用です。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 39,349円30銭

１株当たり中間純利

益金額
2,701円25銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

2,693円60銭

１株当たり純資産額 24,677円26銭

１株当たり中間純損

失金額
15,583円76銭

１株当たり純資産額  41,606円68銭

１株当たり当期純利

益金額
   5,505円60銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

   5,493円94銭

（注）１. １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

２. 平成20年12月期中間連結会計期間において潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につきましては、潜在株

式は存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円）
1,449 △7,961 2,934

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株式に係る中間純損失（△）

（百万円）

1,449 △7,961 2,934

期中平均株式数（株） 536,749 510,869 533,086

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 416 608 608

（うち新株予約権） (416) (608) (608)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　平成19年９月18日開催の当社取締

役会において、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、以下の

とおり自己株式を取得することを決

議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

①　資本効率の向上を通じ株主へ

　の利益還元を図るため。　

②　機動的な資本政策を遂行する

ため。

 

(2）取得の内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

13,430株（上限）

③　取得価額の総額

800百万円（上限）

④　取得する期間

  平成19年９月19日から

  平成19年11月30日まで

 

　なお、平成19年９月27日現在、買

受けた自己株式は908株、取得価格の

総額44百万円であります。

　　　該当事項はありません。     　当社は、平成20年３月24日開催

の取締役会決議に基づき（仮称）

仙台長町南複合施設プロジェクト

に係るプロジェクト資金に充当す

るため、平成20年３月26日付を

もって、株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行をアレンジャー及びエージェ

ントとするシンジケートローン契

約（融資総額4,500百万円）を締

結しております。なお、当該シン

ジケートローンの主な契約内容は

以下のとおりであります。

金額　　　:4,500百万円

契約期間　:２年間

参加行　　:株式会社三菱東京Ｕ　

　　　　   ＦＪ銀行

株式会社北都銀行

株式会社秋田銀行

金利　　　:日本円TIBOR（３ヶ

　         月）＋1.6％

担保　　　:土地、建物

　　　また、当該契約に伴い、アレン

ジメントフィー70百万円（消費税

等含む）を平成20年３月26日に支

払っております。
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５．生産、受注及び販売状況
 

(1）生産実績

　該当事項はありません。

(2）契約状況

　第16期中間連結会計期間及び第17期中間連結会計期間の契約実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

契約高 契約繰越残高 契約高 契約繰越残高

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

戸数
・件数

金額
前年
同期比

分譲マンション事

業

戸 ％ 戸 ％ 戸 ％ 戸 ％

553 12,594 93.3 340 8,339 166.1 395 10,696 84.9 147 4,177 50.1

不動産流動化事業
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％

6 7,932 124.3 － － － △3 △7,044 － － － －

その他の事業
件 ％ 件 ％ 件 ％ 件 ％

70 367 582.5 9 82 78.1 73 543 148.0 22 509 618.7

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

(3）販売実績

　第16期中間連結会計期間及び第17期中間連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

 事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

分譲マンション事業 12,504 130.8 11,324 90.56

不動産流動化事業 15,492 226.9 － －

その他の事業 897 481.2 1,129 125.86

 合計 28,894 174.3 12,454 43.1

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．分譲マンション事業における第16期の販売戸数は551戸、第17期は432戸、不動産流動化事業の第16期の販売

件数は７件、第17期はありません。
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,153 1,985 13,414

２．売掛金 570 569 516

３．販売用不動産 ※２ 6,285 19,519 13,104

４．仕掛販売用不動産 ※２ 40,860 29,388 28,825

５．貯蔵品 3 4 6

６．前渡金 972 290 1,146

７．その他 ※３ 1,834 1,059 617

貸倒引当金  △25 △13 △25

流動資産合計 61,655 88.8 52,802 85.7 57,605 86.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１・２ 158   2,449   1,057   

２．無形固定資産 10   10   10   

３．投資その他の資産     

(1)関係会社株式 ※２ 6,500   5,310   6,500   

(2)その他  1,135   1,120   1,284   

貸倒引当金 △54 △68 △57

固定資産合計 7,750 11.2 8,823 14.3 8,796 13.2

資産合計 69,406 100.0 61,625 100.0 66,401 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 2,152 3,224 10,615

２．工事未払金 283 108 122

３．短期借入金 ※２ 2,203 4,369 1,560

４．一年内返済予定長
期借入金

※２ 12,411 11,161 9,761

５．未払法人税等 800 45 1,043

６．前受金 400 37 47

７．賞与引当金 94 86 21

８．その他 ※３ 2,499 1,528 8

流動負債合計 20,845 30.0 20,562 33.4 25,206 38.0

Ⅱ　固定負債

１．社債  － 300 －

２．長期借入金 ※２ 27,487 27,674 20,036

３．役員退職慰労当金 182 264 192

４．その他 31 100 103

固定負債合計 27,700 39.9 28,339 46.0 20,331 30.6

負債合計 48,546 69.9 48,901 79.4 45,538 68.6
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 7,507 10.8 7,510 12.1 7,508 11.3

２．資本剰余金       

(1) 資本準備金 7,389   7,392   7,390   

資本剰余金合計 7,389 10.7 7,392 12.0 7,390 11.1

３．利益剰余金       

(1) 利益準備金 16   16   16   

(2) その他利益剰余
金

        

別途積立金 4,100   5,900   4,100   

繰越利益剰余金 1,852   △6,697   3,233   

利益剰余金合計 5,968 8.6 △781 △1.3 7,349 11.1

４．自己株式 △0 △0.0 △1,367 △2.2 △1,367 △2.1

株主資本合計 20,864 30.1 12,754 20.6 20,880 31.4

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金

1 0.0 △21 △0.0 △7 △0.0

２．繰延ヘッジ損益 △6 △0.0 △8 △0.0 △9 △0.0

評価・換算差額等
合計

△4 △0.0 △29 △0.0 △17 △0.0

純資産合計 20,860 30.1 12,724 20.6 20,863 31.4

負債純資産合計 69,406 100.0 61,625 100.0 66,401 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 23,755 100.0 8,895 100.0 57,785 100.0

Ⅱ　売上原価 19,416 81.7 7,245 81.4 47,856 82.8

売上総利益 4,339 18.3 1,650 18.6 9,928 17.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,935 8.2 1,894 21.3 4,760 8.3

営業利益又は営業損失
（△）

2,403 10.1 △243 △2.7 5,168 8.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 16 15 32

２．賃貸収入 415 251 584

３．その他 ※２ 50 483 2.0 74 341 3.8 59 677 1.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 358 451 886

２．支払手数料 535 206 582

３．賃貸原価 109 83 131

４．その他  39 1,043 4.4 6 747 8.4 36 1,637 2.8

経常利益又は経常損失
（△）

1,843 7.7 △649 △7.3 4,208 7.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 0 0.0 59 0.6 － －

Ⅶ　特別損失 ※４ 0 0.0 6,628 74.5 0 0.0

税引前中間（当期）純
利益又は中間純損失
（△）

1,844 7.7 △7,219 △81.2 4,208 7.3

法人税、住民税及び事
業税

764 11 1,768

法人税等調整額 △4 759 3.2 237 248 2.8 △26 1,742 3.0

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

1,084 4.5 △7,467 △84.0 2,466 4.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 7,387 16 2,900 2,880 5,796 △0 20,689

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1 1 1      3

別途積立金の積立     1,200 △1,200 －  －

剰余金の配当      △912 △912  △912

中間純利益      1,084 1,084  1,084

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1 － 1,200 △1,027 172 － 175

平成19年６月30日　残高

（百万円）
7,507 7,389 7,389 16 4,100 1,852 5,968 △0 20,864

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,675

中間会計期間中の変動額

新株の発行    3

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △912

中間純利益    1,084

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
4 5 9 9

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
4 5 9 185

平成19年６月30日　残高

（百万円）
1 △6 △4 20,860
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当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,508 7,390 7,390 16 4,100 3,233 7,349 △1,367 20,880

中間会計期間中の変動額

新株の発行 2 2 2      4

別途積立金の積立     1,800 △1,800 －  －

剰余金の配当      △663 △663  △663

中間純損失      △7,467 △7,467  △7,467

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
2 2 2 － 1,800 △9,931 △8,131 － △8,126

平成20年６月30日　残高

（百万円）
7,510 7,392 7,392 16 5,900 △6,697 △781 △1,367 12,754

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年12月31日　残高

（百万円）
△7 △9 △17 20,863

中間会計期間中の変動額

新株の発行    4

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △663

中間純損失    △7,467

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△13 1 △12 △12

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△13 1 △12 △8,138

平成20年６月30日　残高

（百万円）
△21 △8 △29 12,724
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（百万円）
7,505 7,387 7,387 16 2,900 2,880 5,796 △0 20,689

事業年度中の変動額

新株の発行 2 2 2      4

別途積立金の積立     1,200 △1,200 －  －

剰余金の配当      △912 △912  △912

当期純利益      2,466 2,466  2,466

自己株式の取得        △1,367 △1,367

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

（百万円）
2 2 2 － 1,200 353 1,553 △1,367 191

平成19年12月31日　残高

（百万円）
7,508 7,390 7,390 16 4,100 3,233 7,349 △1,367 20,880

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日　残高

（百万円）
△2 △11 △14 20,675

事業年度中の変動額

新株の発行    4

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △912

当期純利益    2,466

自己株式の取得　    △1,367

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△4 1 △3 △3

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△4 1 △3 188

平成19年12月31日　残高

（百万円）
△7 △9 △17 20,863
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)たな卸資産

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を採用して

おります。

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

(1)たな卸資産

販売用不動産及び仕掛販売用不動

産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しており

ます。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)有価証券

　　　　　　 同左

　　　　　　 同左

(2)有価証券

             同左

             同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

なお、匿名組合契約に基づく出

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最

近の決算書類を基礎とし、損益の

純額に対する持分相当額を取込む

方法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

なお、匿名組合契約に基づく出

資（金融商品取引法第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

能な最近の決算書類を基礎とし、

損益の純額に対する持分相当額を

取込む方法によっております。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

(1)デリバティブ

時価法を採用しております。

(1)デリバティブ

同左

(1)デリバティブ

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1)有形固定資産

建物（附属設備を除く）

   １．平成10年３月31日以前に

　　 取得したものついては、旧

     定率法を採用しております。

   ２．平成10年４月１日から平

　　 成19年３月31日までに取得

　　 したものついては、旧定額

　　 法を採用しております。 

   ３．平成19年４月１日以降に

　　 取得したものついては、定

　　 額法を採用しております。 

 

   　建物以外

   １．平成19年３月31日以前に

　　 取得したものついては、旧

　　 定率法を採用しております。 

   ２．平成19年４月１日以降に

　　 取得したものついては、定

　　 率法を採用しております。 

 

   　　なお、主な耐用年数は以

　　 下のとおりであります。 

   　　建物及び構築物

　　 　８年～50年 

（会計処理の変更）

当中間会計期間より、法人

税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の固定資産

については、改正法人税法に

規定する償却方法に変更いた

しました。

　なお、この変更に伴う損益

に与える影響は軽徴でありま

す。 

(1)有形固定資産

定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  建物　     ８年～50年

(1)有形固定資産

定率法によっております。

　但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  建物　     ８年～50年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理の変更）

当会計年度より、平成19年

度の法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の

有形固定資産については、改

正後の法人税法に規定する償

却方法に変更いたしました。

　なお、この変更に伴う損益

に与える影響は軽徴でありま

す。 

(2)無形固定資産

　定額法によっております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

(3)長期前払費用

　定額法によっております。

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左

４．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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)       ――――――― (2)投資損失引当金

関係会社等への投資に係る損失

に備えるため、各社の財政状態並

びに将来の回復見込等を勘案し、

損失見込額を計上しております。

なお、投資損失引当金1,189百

万円については、関係会社株式の

金額より直接控除して表示してお

ります。

また、当中間会計期間に発生し

た投資損失引当金繰入額1,189百

万円は「特別損失」に計上してお

ります。

(2)      ―――――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当中間期の負担に属する部分を計

上しております。

(3)賞与引当金

同左

(3)賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち、

当期の負担に属する部分を計上し

ております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

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。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を21百万

円上回ったため、長期前払費用に

含めて計上しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、中間

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。

　なお、当中間期末においては、

年金資産が退職給付債務を６百万

円上回ったため、長期前払費用に

含めて計上しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における簡便法（期末自己

都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）による退職給付債務及び

年金資産の額に基づき計上してお

ります。 

  

　なお、当期末においては、年金

資産が退職給付債務を16百万円上

回ったため、長期前払費用に含め

て計上しております。 

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

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

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　　取引

　ヘッジ対象：借入金利息

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3)ヘッジ方針

　将来の借入金の金利上昇リス

クに対し、借入額の範囲内で金

利スワップ取引によりヘッジを

行う方針であります。

(3)ヘッジ方針

将来の借入金の金利上昇リスク

に対し、借入額の範囲内で金利ス

ワップ取引によりヘッジを行う方

針であります。

また、ヘッジ会計の中止に伴っ

て発生した評価差額は、ヘッジ対

象の満期までの期間にわたって金

利の調整として各期の損益に配分

しております。

(3)ヘッジ方針

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価

しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左　

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左

(1)消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

────── ──────  （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度より「企業結合に係る

会計基準（企業会計審議会　平成15

年10月31日）」及び「事業分離等に

関する会計基準（企業会計基準第７

号　平成17年12月27日）」並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針（企業会計基

準適用指針第10号　最終改正平成18

年12月22日）」を適用しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

 （中間貸借対照表） 

「関係会社株式」は、前中間期まで、投資その他の

資産に含めて表示しておりましたが、当中間期末にお

いて資産総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は０百

万円であります。

──────

追加情報

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 　　　　　────── （販売用不動産） （販売用不動産）

 当事業年度において、保有目的の

変更により販売用不動産から建物へ

1,147百万円、土地へ230百万円振替

えております。

当事業年度において、保有目的の

変更により販売用不動産から建物へ

691百万円、土地へ209百万円振替え

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

29百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

  38百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

  34百万円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のと

おりであります。

 （百万円）

販売用不動産 490 

仕掛販売用不動産 26,044

建物 68

土地 22

関係会社株式 6,500

計 33,126

 （百万円）

販売用不動産 12,224

仕掛販売用不動産 20,365

建物 1,214

土地 253

関係会社株式 5,310

計      39,368

 （百万円）

販売用不動産 391

仕掛販売用不動産 19,894

建物 68

土地 22

関係会社株式　 6,500

計 26,876

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

 （百万円）

短期借入金 385

一年内返済予定長期

借入金
5,165

長期借入金 25,309

計 30,859

 （百万円）

短期借入金       2,200

一年内返済予定長期

借入金
7,942

長期借入金   26,229

計 36,371

 （百万円）

一年内返済予定長期

借入金
4,436

長期借入金  19,002 

計 23,438

　なお、上記の他に、短期借入金

730百万円、一年内返済予定長期借

入金6,176百万円及び長期借入金

1,499百万円に対して、販売用不動

産566百万円及び仕掛販売用不動産

7,118百万円を登記留保として提供

しております。

　なお、上記の他に、短期借入金

840百万円、一年内返済予定長期借

入金3,219百万円及び長期借入金

1,445百万円に対して、仕掛販売用

不動産4,557百万円を登記留保とし

て提供しております。

　なお、上記の他に、短期借入金

695百万円、一年内返済予定長期借

入金 4,646百万円及び長期借入金

1,034百万円に対して、販売用不動

産1,194百万円、仕掛販売用不動産

4,891百万円を登記留保として提供

しております。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

※３.　　―――――――
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

４.　偶発債務

次の関係会社について、金融機

関からの借入等に対し債務保証を

行っております。 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

サンシティ

ビルド

71 運転資金 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

地建
1,602 運転資金 

４.　偶発債務

次の関係会社について、金融機

関からの借入等に対し債務保証を

行っております。 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

サンシティ

ビルド

257 運転資金 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

地建
2,131 運転資金 

 

住宅ローン融資利用者のため

に金融機関等に対し補償を行っ

ております。

保証先 金額(百万円)

住宅ローン利用

者（６名）
20

 

４.　偶発債務

次の関係会社について、金融機

関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

サンシティ

ビルド

263 運転資金 

保証先
金額

（百万円）
内容

 株式会社　

地建
2,401 運転資金 

５．      ────── ５.　当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。

貸出コミッ

トメントの

総額

800

借入実行残

高 

800

計 －

５.　当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

２行と貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであり

ます。

貸出コミッ

トメントの

総額

800

借入実行残

高 

－

計 800
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

６．      ────── ６. 財務制限条項　

(1) 当社は、株式会社三井住友銀行

をエージェントとするシンジケー

トローン契約（参加行７行、返

済期限平成23年９月30日、当中

間会計期間末借入金残高4,387百

万円）を締結しております。当

該契約には、下記の財務制限条

項が付されており、これに抵触

した場合、多数貸付人の請求に

基づくエージェントの通知があ

れば、期限の利益を喪失し、直

ちに借入金並びに利息及び精算

金等を支払う義務を負っており

ます。

① 各年度の決算日における単体の

貸借対照表における自己資本（純

資産の部の合計金額から新株予

約権及び繰延ヘッジ損益の合計

金額を控除した金額）の合計金

額を、平成17年12月の本決算期

の末日における自己資本の合計

金額の75％、または直前決算期

末の自己資本の合計金額の75％

以上のいずれか高いほうに維持

すること。

② 各年度の決算期の末日の報告書

等に記載される連結損益計算書

及び単体の損益計算書における

経常損益を損失としないこと。

 　　　　

６．      ──────

 　　　　 (2) 当社は、株式会社あおぞら銀行

をエージェントとするシンジケー

トローン契約（参加金融機関等

９社、返済期限平成22年６月30

日、当中間会計期間末借入金残

高6,900百万円）を締結しており

ます。当該契約には下記の財務

制限条項が付されており、これ

に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づくエージェントの通

知があれば、借入金並びに利息

及び精算金等を支払う義務を負っ

ております。

① 各事業年度の末日における連結

及び単体の貸借対照表における

純資産の部の金額（但し、連結

の貸借対照表においては純資産

の部の金額から繰延ヘッジ損益、

新株予約権及び少数株主持分を

控除した金額であり、単体の貸

借対照表においては純資産の部

の金額から繰延ヘッジ損益及び

新株予約権を控除した金額をい

う。）を直前の事業年度のそれ

ぞれ連結及び単体の貸借対照表

における純資産の部の金額の

75％以上に維持すること。
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

 　　　　 ② 各事業年度の末日にかかる連結

及び単体の損益計算書上の営業

損益及び経常損益にがそれぞれ

営業損失及び経常損失とならな

いこと。

 　　　　

 

 　　　　 (3) 当社は、株式会社みずほ銀行を

エージェントとするシンジケー

トローン契約（参加金融機関等

８社、返済期限平成24年６月25

日、当中間会計期間末借入金残

高3,640百万円）を締結しており

ます。当該契約には下記の財務

制限条項が付されており、これ

に抵触した場合、多数貸付金の

請求に基づくエージェントの通

知があれば、期限の利益を喪失

し、直ちに借入金並びに利息及

び精算金等を支払う義務を負っ

ております。

① 平成19年６月以降の決算期の末

日および中間決算の日において、

以下の各号の条件を充足するこ

と。

　Ⅰ 貸借対照表（連結ベース）

の純資産の部の金額を平成18年

12月決算期末日における貸借対

照表（連結ベース）の純資産の

部の金額以上に維持すること。

　Ⅱ 貸借対照表（単体ベース）

の純資産の部の金額を平成18年

12月決算期末日における貸借対

照表（単体ベース）の純資産の

部の金額以上に維持すること。

② 平成19年12月以降の決算期の末

日において、以下の各号の条件

を充足すること。

　Ⅰ 損益計算書（連結ベース）

の経常損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。

　Ⅱ 損益計算書（単体ベース）

の経常損益につき、２期連続し

て損失を計上しないこと。
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

 　　　　 (4) 当社は、株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行をエージェントとするシ

ンジケートローン契約（参加行

３行、返済期限平成22年４月30

日、当中間会計期間末借入金残

高3,659百万円）を締結しており

ます。当該契約には下記の財務

制限条項が付されており、これ

に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づきエージェントの通

知があれば、借入金並びに利息

及び精算金等を支払う義務を負っ

ております。

① 各年度の決算期の末日における

単体の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単

体の貸借対照表における純資産

の部の金額以上にそれぞれ維持

すること。

② 各年度の決算期の末日における

連結の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連

結の貸借対照表における純資産

の部の金額以上にそれぞれ維持

すること。

③ 各年度の決算期に係る単体の損

益計算書上の経常損益に関して、

それぞれ経常損失を計上しない

こと。

④ 各年度の決算期に係る連結の損

益計算書上の経常損益に関して、

それぞれ経常損失を計上しない

こと。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額

有形固定資産　　  3百万円 有形固定資産　　 3百万円 有形固定資産　  　6百万円

無形固定資産　　  0百万円 無形固定資産　　 0百万円 無形固定資産　 　 0百万円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

解約違約金収入

 　　　6百万円

解約違約金収入

 　　　 13百万円

解約違約金収入

   　　　  13百万円

受取手数料

      　　 3百万円

受取手数料

      　　   5百万円

受取手数料

     　　   7百万円

匿名組合評価益

      　　 15百万円

匿名組合評価益

      　　   10百万円

匿名組合評価益

     　　   27百万円

※３.　　――――――― ※３．特別利益のうち主要なもの ※３.　　―――――――

 

      　　

前期損益修正益

      　　   59百万円

 

     　　   

※４.　　――――――― ※４．特別損失のうち主要なもの ※４.　　―――――――

固定資産除却損　

      　　   8百万円

投資有価証券評価損

      　　   2百万円

棚卸評価損

      　　   5,428百万円

投資損失引当金繰入額

      　　   1,189百万円

　

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 普通株式　 2.70 － － 2.70

 合計 2.70 － － 2.70

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加株式

数（株）

当中間会計期間減少株式

数（株）

当中間会計期間末株式数

（株）

 普通株式　 26,866.70 － －　 26,866.70

 合計 26,866.70 － －　 26,866.70

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式　（注） 2.70 26,864.00 －　 26,866.70

 合計 2.70 26,864.00 －　 26,866.70

 （注）自己株式の株式数の増加は、市場買付けによるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

(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
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 4 1 3

器具備品 46 20 25

合計 50 22 28

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 21 5 15

器具備品 63 26 37

合計 84 31 52

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両運搬具 21 3 17

器具備品 42 21 20

合計 63 24 38

(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 (2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 8百万円

１年超 19百万円

合計 28百万円

１年内  15百万円

１年超 38百万円

合計 54百万円

１年内  11百万円

１年超   27百万円

合計   39百万円

(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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料  7百万円

減価償却費相当額  7百万円

支払利息相当額  0百万円

支払リース料   12百万円

減価償却費相当額  11百万円

支払利息相当額  1百万円

(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

(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

(5)利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 3百万円

１年超 1百万円

合計 5百万円

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

１年内  4百万円

１年超 10百万円

合計  15百万円

 （減損損失について）

　　　　　　  同左

１年内  3百万円

１年超  4百万円

合計  7百万円

 （減損損失について）

　　　　　　  同左

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものは

ありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 38,834円04銭

１株当たり中間純利

益金額
2,020円66銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

2,014円94銭

１株当たり純資産額  24,896円23銭

１株当たり中間純損

失金額
 14,618円03銭

１株当たり純資産額  40,869円07銭

１株当たり当期純利

益金額
   4,625円90銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

   4,616円10銭

（注）１. １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

２. 平成20年12月期中間会計期間において潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につきましては、潜在株式は

存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）(百万円）
1,084 △7,467 2,466

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  　 (－)　

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は普通株に係る中間純損失（△）（百

万円）

1,084 △7,467 2,466

期中平均株式数（株） 536,749 510,869 533,086

 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 416 608 608

（うち新株予約権） (416) (608) (608)
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　平成19年９月18日開催の当社取締

役会において、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、以下の

とおり自己株式を取得することを決

議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

①　資本効率の向上を通じ株主へ

　の利益還元を図るため。　

②　機動的な資本政策を遂行する

ため。

 

(2）取得の内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

13,430株（上限）

③　取得価額の総額

800百万円（上限）

④　取得する期間

  平成19年９月19日から

  平成19年11月30日まで

 

　なお、平成19年９月27日現在、買

受けた自己株式は908株、取得価格の

総額44百万円であります。

　　　該当事項はありません。     　当社は、平成20年３月24日開催

の取締役会決議に基づき（仮称）

仙台長町南複合施設プロジェクト

に係るプロジェクト資金に充当す

るため、平成20年３月26日付を

もって、株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行をアレンジャー及びエージェ

ントとするシンジケートローン契

約（融資総額4,500百万円）を締

結しております。なお、当該シン

ジケートローンの主な契約内容は

以下のとおりであります。

金額　　　:4,500百万円

契約期間　:２年間

参加行　　:株式会社三菱東京　　

　　　　   ＵＦＪ銀行

株式会社北都銀行

株式会社秋田銀行

金利　　　:日本円TIBOR（３　　

　　　　　 ヶ月）＋1.6％

担保　　　:土地、建物

　　　また、当該契約に伴い、アレン

ジメントフィー70百万円（消費税

等含む）を平成20年３月26日に支

払っております。
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７．その他
 該当事項はありません。
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