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（注） 当社は、平成20年３月25日開催の第18期定時株主総会にて、事業年度の末日を毎年12月31日から毎年３月31日に変更しております。

　　　 従いまして、当事業年度における会計期間は平成20年１月１日から平成21年３月31日までの１年３ヶ月に変更となっております。

（百万円未満切捨て）

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 経常利益
中間（当期）純

利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株

当たり

中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭

20年６月中間期 － － － － － － － － － － － －

19年６月中間期 － － － － － － － － － － － －

19年12月期 － － － － － － － － － － － －

（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）１．平成20年６月１日付にてSBIプランナーズ株式会社を株式交換により完全子会社化しておりますが、みなし取得日を当中間連結会計期

　　　　　間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象となるため、平成20年６月中間期は記載しておりません。（以下、同じ。）

　　２．平成21年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成19年６月中間期及び平成19年12月期は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 12,008 1,966 16.3 78,443 67

19年６月中間期 － － －  －

19年12月期 － － －  －

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,958百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

（注）平成21年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成19年６月中間期及び平成19年12月期は記載しておりません。

(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 － － － －

19年６月中間期 － － － －

19年12月期 － － － －

（注）平成21年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成19年６月中間期及び平成19年12月期は記載しておりません。

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 －  －  0 00

21年３月期 －  　　　　　　　　 －

21年３月期（予想） 　　　　　　　　 － －  0 00

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成21年３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 13,500 － △500 － △700 － △750 － △33,814 25

 (注) 平成21年３月期が連結財務諸表作成初年度であるため、対前期増減率は記載しておりません。
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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）　有

新規 １社 （社名 SBIプランナーズ株式会社） 除外 －社  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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

 

(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 24,962株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

 

（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 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 2,881 △11.6 △397 － △474 － △529 －

19年６月中間期 3,260 18.7 53 △71.0 20 △84.9 8 △89.3

19年12月期 8,214 － 586 － 468 － 270 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △29,450 59

19年６月中間期 510 95

19年12月期 16,759 84

(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 8,552 1,966 22.9 78,443 67

19年６月中間期 5,251 1,405 26.8 87,851 73

19年12月期 7,749 1,718 22.2 104,098 31

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,958百万円 19年６月中間期 1,405百万円 19年12月期 1,718百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成21年３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 9,000 － △600 － △750 － △800 － △36,068 53

 (注) １．当事業年度における会計期間は平成20年１月１日から平成21年３月31日までの１年３ヶ月に変更となっているため、対前期増減率は

　　　　　記載しておりません。

 　　 ２．当中間期において、個別業績予想数値の修正を行っております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

また、当期より連結財務諸表を作成しているため、対前年中間期増減率並びに前年中間期及び前連結会計年度の数

値は記載しておりません。

㈱リビングコーポレーション（8998） 平成 21 年３月期中間決算短信

－ 2 －



１．経営成績
　　当社は、平成20年６月１日付で、株式交換によりSBIプランナーズ株式会社の発行済株式の全株式を取得し子会

　社化しましたが、当中間会計期間では中間貸借対照表のみが連結の対象となりますので、「１．経営成績」につきま

　しては、当社単独の状況を記載しております。

　(1）経営成績に関する分析

　　① 当中間会計期間の概況

  当中間会計期間における我が国経済は、原油等資源価格の急騰やサブプライムローン問題の深刻化が国際的な課題

になる中で、物価の上昇等を背景にした個人消費意欲の後退並びに米国景気の減速懸念による輸出高の伸び悩み等に

よって、経済情勢の悪化が懸念されております。

　当社が属する不動産業界におきましては、サブプライムローン問題を端緒とした金融市場の混乱及び原材料価格の

上昇等によって、先行きの不透明感が強く醸成されております。

　このような環境の下、当社におきましては、当社がこれまで主として販売を行ってきました不動産ファンドにおけ

る投資活動停滞の影響を受け、個人及び事業法人向け販売経路の多様化等を図ってまいりました。また、本年６月に、

当社の主たる事業エリアである東京都内以外への事業展開を図ること及び物件開発事業以外の事業領域への進出を目

的に、東海地方において建築事業を展開しているSBIプランナーズ株式会社を子会社化いたしました。

　業績につきましては、賃貸用デザインマンション４件の引渡しによる売上高1,240,646千円、デザインビジネスホテ

ル１件の引渡しによる売上高1,350,000千円及び企画設計業務提供13件による売上高60,200千円、その他売上高231,111

千円を計上いたしました。

　この結果、当中間会計期間における業績は、売上高2,881,957千円（前年同期比11.6%減）、営業損失397,618千円

(前年同期は53,679千円の営業利益)、経常損失474,252千円(前年同期は20,367千円の経常利益)、中間純損失529,875

千円(前年同期は8,175千円の中間純利益)となりました。

　事業部門別の業績の概要は、次のとおりであります。

（自社開発事業）

　当事業部門におきましては、賃貸用デザインマンション４件（前年同期実績５件）の引渡を行い、マンションの売

上高は1,240,646千円（前年同期実績1,910,835千円）となりました。デザインビジネスホテルは、長崎ホテル（長崎

県長崎市、153室）１件（前年同期実績１件）の引渡しを行い、ホテルの売上高は1,350,000千円（前年同期実績

1,302,159千円）となりました。

　この結果、同事業部門の売上高は2,590,646千円（前年同期実績3,212,994千円）となり、前年同期に比して622,348

千円の減収となりました。

（企画設計事業）

　当事業部門におきましては、取扱件数が13件となり、売上高は60,200千円と前年同期に比して13,200千円の増収と

なりました。

② 通期の見通し

　当社は、期中に決算期（事業年度の末日）を変更し、決算期変更の経過期間となる当事業年度を、平成20年１月１

日から平成21年３月31日までの１年３ヶ月としております。また、当社では、本年６月にSBIプランナーズ株式会社を

連結子会社としたことによって、当期より連結業績予想の公表を行っております。　

平成21年３月期連結業績予想

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

通　期
【１年３ヶ月間】

（平成20年１月１日～
　平成21年３月31日）

13,500 △500 △700 △750 △33,814 25
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平成21年３月期個別業績予想の修正

（通期個別業績予想の修正）

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

前回発表予想（Ａ）
【１年間】

（平成20年１月１日～
　平成20年12月31日）

13,000 730 550 315 19,077 03

今回発表予想（Ｂ）
【１年３ヶ月間】

（平成20年１月１日～
　  平成21年３月31日）　

9,000 △600 △750 △800 △36,068 53

増減率（Ｂ－Ａ） △4,000 △1,330 △1,300 △1,115  －

増減率  （％） － － － －  －

 （ご参考）前期実績
  （平成19年12月期）

8,214 586 468 270 16,759 84

（注）当事業年度において会計期間が変更となっているため、増減率は記載しておりません。　

（平成21年３月期個別業績予想の修正の理由）　

　当社を取り巻く環境につきましては、不動産関連会社の相次ぐ破綻の形で現出しておりますとおり、サブプライム

ローン問題に端を発した金融市場の混乱、原油高に起因する建築原材料価格の高騰等によって、急激に悪化しており

ます。

　当社におきましては、この事業環境に対抗するために、販売体制の強化、物件の付加価値向上、経常経費の削減等

を行っておりますが、当社が従前から主な販売先としておりました不動産ファンドにおける物件購入意欲の急激な減

退、物件における市場価格の下落等により、当社が想定していた以上の厳しい状況となっております。

　これによりまして、当期初に公表いたしました個別業績予想は、未達となる見通しとなりました。

（売上高）

　当期の売上高につきましては、金融市場の混乱及び景気減退懸念等から不動産取引規模が収縮するとともに不動産

価格の低下が急速に進行しております。このような状況の中で、当社におきましては、当期中の竣工物件に関する販

売に注力しておりますが、物件価格の下落が継続しており、販売に関して非常に慎重にならざるを得ない状況に陥っ

ております。また、当該価格下落及び原材料価格の高騰を受けて、当期内における竣工・販売を計画していた物件の

開発を抑制しております。このような状況から、今期計画物件の開発・販売を翌期以降にシフトせざるを得ないこと

から、売上高は9,000百万円（前回予想比4,000百万円の減少）となる見込みであります。　

（営業利益）

　営業利益につきましては、人件費を含む経常経費の削減に努めたものの、販売の低調及び販売価格の低下に加え、

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価の切り下げ（377百万円）を行ったこと等によって、

600百万円の営業損失（前回予想比：1,330百万円の減少）となる見込みであります。　

（経常利益）

　経常利益につきましては、上記営業利益の減少を、有利子負債の圧縮によって一部吸収するものの、750百万円の経

常損失（前回予想比：1,300百万円の減少）となる見込みであります。

（当期純利益）

　当期純利益につきましては、通期業績予想において税務上の欠損金が見込まれることから、繰延税金資産の取り崩

し47百万円を見込んでおります。この結果、800百万円の当期純損失（前回予想比：1,115百万円の減少）となる見込

みであります。

　なお、通期業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて判断した見通しであり、

実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。　

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　現金及び預金は、営業活動によるキャッシュ・フローで2,910,784千円の支出、投資活動によるキャッシュ・フ

ローで15,901千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローで1,476,816千円の収入となり、272,169千円となりま

した。

　たな卸資産は、主に自社開発事業における販売用土地と未成工事支出金であり、賃貸用デザインマンション、デザ

インビジネスホテルの在庫手当であります。

負債は、自社開発用地取得に伴う短期借入金の純増加額等により、6,586,066千円となりました。また、純資産の合計
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は子会社株式取得による資本準備金の増加等により1,966,438千円となりました。

　この結果、当中間会計期間末の総資産は前年同期に比して3,300,547千円増加し、8,552,505千円となり、１株当た

り純資産は78,443円67銭となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間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、自社開発事業における開発用地取

得によるたな卸資産の増加及び仕入債務の増加があり、前事業年度末に比して1,449,870千円減少し272,169千円とな

りました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により支出した資金は2,910,784千円となりました。これはたな卸資産の増加額1,614,396千円、仕入債務の

増加額704,877千円及び法人税の支払額218,780千円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は15,901千円となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出12,489千円によ

るものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は1,476,816千円となりました。これはプロジェクト資金を短期借入金で調達したことに

よる収入3,872,732千円に対して、短期借入金及び長期借入金2,399,962千円を返済したことにより1,472,770千円の借

入増等になったことによるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置付

けております。当社は、内部留保の充実を図り業容の拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながると

の認識から、利益配当を実施しておりません。

　今後は、当社を取り巻く事業環境を踏まえて、当社の業績見込み及び財務体質等を総合的に勘案し、内部留保の充

実を考慮しながら業績の成長に見合った利益還元を行っていく方針であります。

(4）事業等のリスク

　当社の事業展開上のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下のよう

なものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社の

事業活動を理解するうえで重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記

載しております。なお、当社は、これらリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める所存でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重

に検討したうえで行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクを

全て網羅するものではありませんので、ご留意ください。

　なお、下記文中の将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

① 用地の仕入れについて　

　当社は、開発用地に関する情報を不動産業者、金融機関等のルートから入手しております。当社は当該ルートから

の情報に対し、社内の事業収支算出システムを活用すること等により事業収支計画の策定及び販売先に対する価格提

示を迅速に行い、仕入れの意思決定をできる限り早く行うことで、不動産業者等との信頼関係の構築及び維持に努め

ております。

　しかしながら、当社の主な営業エリアである東京都区内は、不動産市場において人気の高い地域であることから、

今後、仕入価額が高騰する場合や優良な用地を継続して仕入れることが困難になる場合など計画どおりの用地仕入れ

が行われないときには、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。

② 建築工事の外注について

　当社は、建築工事の全てを建設会社へ発注しております。発注先である建設会社の選定にあたっては、施工能力、

施工実績、財務内容等を総合的に勘案した上で行っており、また、工事着工後においては工程ごとの監理を実施する

こと等により工事遅延防止や品質管理に努めておりますが、建設会社が経営不安に陥り、施工物件の品質等に問題が

発生した場合には、計画どおりの開発に支障をきたし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　③ 特定事業への依存と物件販売について

　当社は、自社開発事業を現在の主な事業としており、当該事業への依存度が高い状況となっております。

　当社では、自社開発事業における事業規模の維持・拡大に努めつつ安定成長を目指していく所存ですが、その進捗

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。

　また、自社開発事業の内容は賃貸用デザインマンション及びデザインビジネスホテルの開発・販売であり、物件購

入層の需要動向に左右される傾向にあります。物件購入層の需要動向は景気・金利・地価等の趨勢及び将来予測、入

居者及び宿泊者の動向並びに税制等の影響を受けやすく、今後これらに変化がある場合には、当社の業績及び財政状
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態に影響を及ぼす可能性があります。

　　④ 引渡時期による業績変動について

　自社開発事業においては、物件に関する売買契約締結後販売先への引渡をもって売上が計上されます。このため、

天災その他予想し得ない事態による建築工期の遅延等、不測の事態により引渡時期が期末を越えて遅延した場合には、

当社の業績が変動する可能性があります。

　なお、当社では物件の規模や引渡時期によって売上及び利益が一定の時期に偏重する場合があり、当社の業績を判

断するに当たっては注意が必要になります。

　 ⑤ 借入金への依存について

　当社は、用地の取得資金及び建築資金の調達を金融機関等からの借入金にて賄っております。当社では、借入依存

度を下げるために開発期間の短縮等資金効率の向上を図っておりますが、何らかの理由によって計画どおりの資金調

達ができない場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。また、経済情勢等によって市場金利が上

昇した場合には、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。

　 ⑥ 人材の確保について

　 当社は、効率的な事業遂行及び事業拡大を目指して、今後も人員増強を図っていく方針であります。しかしなが

 ら、優秀な人材の確保・育成が計画どおりに進捗しない場合には、当社の効率的な事業遂行及び事業拡大に影響を及

 ぼす可能性があります。

　 ⑦ 内部管理体制について

　 当社は、当中間会計期間末（平成20年６月30日）現在、取締役６名、監査役３名、従業員50名であり、内部管理体

 制も当該組織規模に応じたものとなっております。

　 当社といたしましては、今後も事業拡大に伴い人員増強を図っていく方針であり、内部管理体制も併せて強化・充

 実させていく予定であります。しかしながら、組織の拡大に応じた内部管理体制を構築できない場合には、当社の事

 業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑧ 過年度の業績について

　当社は、平成２年２月、土地・建物の有効活用に関する企画・調査・設計に関する事業を目的とした有限会社シー

プエンタープライズの設立に始まりますが、現在の主力事業である賃貸用デザインマンションの事業化を開始したの

は平成13年10月であり、当該事業の現在までの経過年数は約７年であります。従って、当社の過年度の財政状態及び

経営成績だけでは、今後の成長性を判断するには不十分であるものと考えられます。

 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 平成18年12月  平成19年12月

 売上高（千円) 125,854 774,422 4,480,103 8,075,937 8,214,677

 経常利益（千円) 527 19,983 419,278 539,492 468,063

 当期純利益（千円) 98 6,435 241,635 287,145 270,218

 純資産額（千円） 20,335 64,271 355,906 1,397,452 1,718,871

 総資産額（千円) 132,631 1,489,937 2,777,602 4,237,510 7,749,568

 自社開発事業件数（件) ― 2 14 20 17

 同売上高（千円) ― 448,249 3,863,717 7,882,637 8,099,142

 共同開発事業件数（件) 2 5 4 ― ―

 同売上高（千円) 109,040 216,110 498,636 ― ―

 企画設計事業件数（件) 5 20 21 32 17

 同売上高（千円) 16,814 110,051 117,750 188,200 115,400

 その他売上（千円) ― ― ― 5,100 135

　（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

　 ⑨ 法的規制・許認可等の取得状況について

　当社の関連する不動産業界は、「宅地建物取引業法」、「都市計画法」、「建築基準法」、「建設業法」等による

法的規制を受けております。今後、これらの法的規制の改正が行われた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。特に、「10メートルの高さに４階建てのマンションを建築する」、「短期間で堅固な鉄筋コンクリート

の建物を建築する」という当社の特長を生かすことが不可能となるような法的規制等の改正が行われた場合には、当

社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、近年東京都区部においてワンルームマンション規制対象物件の広範化並びにファミリータイプ附置義務及び

最低住戸面積の引き上げ等、ワンルームマンション建築に関する条例の制定及び変更等の動きが見られます。当社で
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は、これらの条例等に沿った物件開発を行っているため、現時点においてはかかる規制強化が当社の事業に影響を及

ぼす可能性は少ないものと認識しております。しかしながら、今後さらに各自治体による規制強化が進められた場合

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、各事業活動に際して以下のような許認可及び登録を受けております。宅地建物取引業者免許及び一

級建築士事務所登録については、当社の主要な事業活動に必須の免許及び登録であります。なお、現時点において、

当社には、宅地建物取引業法第５条、第66条及び建築士法第23条の４、第26条等に定める免許及び登録の取消事由・

更新欠格事由に該当する事実は存在しておりません。しかしながら、今後、何らかの理由により免許及び登録の取消・

更新欠格による失効等があった場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたし、業績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。

　(ⅰ)宅地建物取引業者免許

　許可番号：国土交通大臣（１）第7067号

　有効期間：平成17年６月25日から平成22年６月24日まで

　(ⅱ)一級建築士事務所登録

　登録番号：東京都知事登録　第49467号

　有効期間：平成15年12月25日から平成20年12月25日まで

　 ⑩ 構造計算書偽装問題について

　当社では、平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を受け、当社が開発もしくは設計を行った物件を対象に構

造計算書等の再調査及び検証を第三者専門家に委託して行った結果、いずれの物件も建物の構造上、建築基準法に定

める耐震性を疑わせるような特段の事項がないことを確認しております。また、問題発覚以後の物件につきましても、

第三者専門家による構造計算書の再確認を継続実施しております。

　しかしながら、当該問題に関しては、何らかの事情によって今後更に深化する可能性も否定できません。この場合、

建物の耐震性能をはじめとした不動産業界に対する不信感の高揚から、物件購入意欲の低下や投資資金の不動産市場離

れ等を惹起する可能性も否定できず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑪ SBIグループとの関係について

　SBIグループとの取引関係の変動、将来のSBIグループの政策変更等により、当社の位置づけが変わる可能性があり

ます。その場合、当社の業績や事業展開に影響を与える可能性があります。

　 ⑫ 訴訟等の可能性について

　当社は、コンプライアンス体制の整備及びその運用によって訴訟等の発生を回避するよう企業努力を行っております。

この結果、当事業年度末現在において訴訟が提起されている事実はありません。しかしながら、今後、当社が販売した

物件における瑕疵の発生、建築に際しての近隣住民からのクレーム等これら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。

　 ⑬ 土壌汚染対策について

　当社は、用地取得に際し、土壌汚染等による建築スケジュール及び物件の収益性への影響を排除するために、地歴

調査を必須としております。

　また、当社は開発用地取得に際し工場跡地・工場の隣地等土壌汚染の可能性がある地域を避けていることから、現

時点においては工場廃棄物等による土壌汚染の可能性は低いと考えております。しかしながら、今後の業容拡大に伴

い、当社が工場跡地等に物件を開発する場合、当該用地の土壌が有害物質等で汚染されている可能性があります。ま

た、既に当社が販売している物件の土壌において、土壌汚染の問題が今後も一切発生しないということを、現時点に

おいて保証することはできません。従って、万一、そのような事態が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。

　 ⑭ 今後の事業展開について

　当社は、事業拡大のために現在の主力商品である賃貸用デザインマンションの開発で培った企画・工法等を応用した

新商品の開発・販売を行うことを予定しております。

　しかしながら、予期せぬ経済情勢の変化等により新商品による事業展開が計画どおりに実行できない場合や、新商

品の開発に想定以上の時間を要する場合には、当社の事業計画及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑮ 個人情報の取扱いについて

　当社は事業活動を通じて取得した個人情報及び当社の役職員に関する個人情報を保有しております。当中間会計期間

末現在、当社は「個人情報の保護に関する法律」に規定される「個人情報取扱事業者」には該当いたしませんが、個人

情報の取扱いについては個人情報取扱規程を制定の上、細心の注意を払っております。

　しかしながら、万一外部漏洩等が発生し、当社が適切な対応を行えず、信用の失墜又は損害賠償による損失が発生

した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社が形成する企業集団（以下、「SBIグループ」と

いう。）に属し、SBIグループが展開するコアビジネスの１つである「住宅不動産関連事業」を構成するグループであり

ます。

　当社グループは、当社及び本年６月１日付の株式交換による子会社化によって当社の連結子会社となったSBIプラン

ナーズ株式会社（以下、「SBIP」という。）の２社によって構成されております。

　当社グループは、不動産業界における証券化、金融商品化の流れを受け、投資用収益物件の企画・設計・開発・販売

を主たる事業としております。

　当社グループでは、当社及びSBIPが有する地域的、事業的特長等の経営資源を共有・融合すること及びSBIグループと

の連携関係を強化することによって、当社グループ全体の企業価値を高めていくことを目的としております。

　（当社グループの事業内容について）

　当社グループは、不動産開発事業並びに建築請負事業を行うことによって、投資家並びに富裕層に対する投資用収益物

件の提供を行っております。

　当社グループ２社の事業内容は次のとおりであります。

(1) 当社の事業内容

　当社は、独自に企画・デザイン・設計した投資用収益物件を開発し、不動産ファンド等の投資家に一棟単位で販売

する事業に主として取り組んでおります。現在、当社が開発する商品は、賃貸用デザインマンション及びデザインビ

ジネスホテルの２シリーズであります。

　賃貸用デザインマンションは、物件の収益性向上と長期安定利回りを確保するために、東京を中心とする都市部の

狭小開発用地に、建物高さ10m以下かつ４階建ての物件を建設（特許取得済）することを特長としております。

　デザインビジネスホテルは、当社が企画・開発する宿泊特化型のビジネスホテルであり、ターミナル駅至近に建設

する都市タイプとインターチェンジ近辺に建設するロードサイドタイプの２種類のスペックを有しております。

　また、当社では、自社で開発用地を取得して上記の商品を開発・販売する事業（自社開発事業）の他に、物件企画

及び開発に関するシステムを他の開発者に提供する事業（企画設計事業）にも取り組んでおります。

(2) SBIPの事業内容　

　SBIPは、本社が存する名古屋市を中心とする東海地区を事業基盤とし、土地所有者に対する土地有効活用の提案及

び建築工事の請負を行う事業（建築事業－土地活用事業）、中古物件再生のための改修工事等を請負う事業（建築事

業－リフォーム事業）、並びに投資用収益物件を開発し、投資家に販売する事業（不動産事業－投資開発事業）の３

事業を柱として事業展開を行っております。　
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　(当社グループの事業系統図)

 

自社開発事業 企画設計事業 

建築事業 

（土地活用事業・ﾘﾌｫｰﾑ事業） 

不動産事業 

（投資開発事業） 

当社 

連結子会社（SBI ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ㈱） 

設計事務所 

（実施設計） 

建設会社 

（工事請負） 

不動産開発 

事業者 

連結子会社 

（SBI ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ㈱） 

設計事務所 

（実施設計） 

建設会社 

（工事請負） 

業務委託 

販売 

設計事務所 

（実施設計） 

建設会社 

（工事請負） 

用地仕入 

用地仕入 

販売 

業務委託 

当社 

業務委託 

業務委託 

業務委託 

SBI 

ﾌﾟﾗﾝﾅｰｽﾞ㈱ 

当社 

企画設計 

業務提供 

土地所有者 

不動産マーケット 

親会社及び連結子会社１社の状況は次のとおりであります。　

名　称 住　所 資本金 主要な事業内容
議決権の所有(被所有)割合

関係内容
所有割合 被所有割合　

（親会社）

SBIホールディングス㈱

東京都

港区　

　百万円

55,188
事業持株会社

　

－ 68.2％

役員の兼任４名の他、出

向社員受け入れ、金融取

引等があります。　

（連結子会社）

SBIプランナーズ㈱(注)1

愛知県

名古屋市　

　百万円

470

建築事業

不動産事業　
100％ －

役員の兼任３名の他、出

向社員受け入れ、金融取

引等があります。　

(注)1. 特定子会社であります。　

　　2. 資本金の額は平成20年６月30日現在の数値であります。　
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３．経営方針
　　当社は、平成20年６月１日付で、株式交換によりSBIプランナーズ株式会社の発行済株式の全株式を取得し子会

　社化しましたが、経営方針につきましては当社単独の状況を記載しております。　

(1）会社の経営の基本方針

　当社は「既成概念の打破と新しい価値の創造」を経営理念に掲げ、技術を背景に土地・建物が有する本来の価値で

ある収益力を追求することを基本方針としております。

従来、不動産関連業界が有していた「土地」から出発する物件開発手法ではなく、「建物」の企画・開発・設計に

経営資源を集中的に投入し、物件開発の「仕組み」を構築する独自の手法を採っております。

不動産投資市場が要請する高品質かつ高い利回りを生み出す収益物件を安定的に供給することによって、企業の継続

的な発展と企業価値の拡大を図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社では、賃貸用デザインマンション及びデザインビジネスホテルの開発・販売拡大及び新商品開発による売上高

の増加、これと並行して物件開発期間の短期化による原価低減等を図ることによって、収益力及び経営資源効率の向

上を目指しております。

　上記より、経常利益及びROA・ROEを重要な経営指標として企業経営に取り組んでまいります。　

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社が関連する不動産業界におきましては、不動産投資市場に対して国内外の資金が流入しております。今後につ

きましても、金融市場の影響等懸念材料が発生することがあるものの、グローバルな投資資金の潮流を勘案しますと

当該市場は拡大活性化することが予想されます。

　当社といたしましては、これらの状況をふまえ、高品質かつ高収益を実現する優良物件の供給者として事業を推進

してまいります。

　上記を実現するために、当社の特長である技術力をベースに、市場が要請する新商品を開発しリリースすること、

物件開発に係る仕組みを高度化すること、コア事業に特化することを通して「収益物件メーカー」としての事業構築

を行っております。

　また、企業規模拡大を企図し、物件開発において重要な開発用地仕入れ、物件販売部門を強化しており、当社の得

意とする狭小開発用地の取得及び販売先・手法の多様化を図っております。

　これらによって、当社独自の市場を開拓しかつ強固な地位を確保できるように努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社が有する経営資源を最大限に活用し、更なる企業価値の向上を目指す際の基本方針として、以下を経営推進に

おける重要課題に掲げて取り組んでおります。

① 新商品の開発

　当社では、市場動向やニーズの分析をふまえた新商品基本コンセプトを構築する企画力、また、そのコンセプトを

具現化する技術力によって、不動産マーケットに対して付加価値の高い新商品を継続的に提供し、事業規模の拡大を

図ってまいります。

② 物件開発に係る仕組みの高度化

　当社では、用地取得から建物竣工・販売までの物件開発に関する仕組みを構築しており、この仕組みによって収益

物件を市場に早期大量に供給できる体制を整備しております。しかしながら、変化の激しい事業環境を勘案し、市場

動向への即時対応及び更なる物件開発コストの削減を企図して、用地取得から建物竣工までの工期を短縮するととも

に、新工法の開発を行っております。

③ 販売先の多様化

　当社では、地価及び金利の上昇、不動産投資市場の変化への対応並びに更なる事業の発展を目指し、現在の主たる

販売先であります不動産ファンドに加え、法人・個人富裕層への販路拡大を行ってまいります。

④ 事業基盤の強化

(ⅰ)人材の採用・育成

　当社では、企業の継続的成長及び企業価値増大を図るために、優秀な人材の確保が非常に重要な事項と捉えており

ます。上記のために、積極的な人材の採用・育成に取り組む方針であります。

(ⅱ)コーポレート・ガバナンス体制の強化

　当社では、事業を継続的に推進し、業容拡大、企業価値向上を図るために、コーポレート・ガバナンス体制の充実

が極めて重要になっていることから、内部統制システムの構築及び遵守のための内部管理体制の強化を行ってまいり

ます。また、コンプライアンス、リスクマネジメントについて全役職員が共通の認識を持ち、的確で公正な意思決定

を行う企業風土を醸成する仕組みを整備してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   811,235  

２．営業未収入金等   70,651  

３．未収入金   293,746  

４．たな卸資産
 ※２
　

 10,514,494  

５．その他   157,672  

　　貸倒引当金   △730  

流動資産合計   11,847,070 98.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産
 ※１
　

 49,408  

２．無形固定資産   16,858  

３．投資その他の資産  　    

 (1) その他  100,099   

 　  貸倒引当金  △4,500 95,599  

固定資産合計   161,865 1.3

資産合計   12,008,936 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び営業未払金
等

  887,267  

２．短期借入金
 ※２
　

 7,878,852  

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 ※２  683,200  

４．未成工事受入金   386,449  

５．その他   168,967  

流動負債合計   10,004,736 83.3

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 　  7,200  

２．完成工事補償引当金   23,329  

３．その他   7,231  

固定負債合計   37,760 0.3

負債合計   10,042,497 83.6

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１　資本金   491,300 4.1

２　資本剰余金   1,190,914 9.9

３　利益剰余金   275,896 2.3

株主資本合計   1,958,110 16.3

Ⅱ　新株予約権　   8,328 0.1

純資産合計   1,966,438 16.4

負債純資産合計   12,008,936 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

　　　当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照

　　表のみが連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

 

　(3) 中間連結株主資本等変動計算書

　　　当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照

　　表のみが連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

 

　(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

　　　当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社の株式のみなし取得日となり、中間財務諸表のうち中間貸借対照

　　表のみが連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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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
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．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　　１社

　連結子会社の名称

　　SBIプランナーズ株式会社

 

　SBIプランナーズ株式会社は、株式交換により平成20年６月１日から連結子会社

に該当することとなったため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めておりま

す。

　なお、みなし取得日を当中間連結会計期間末としているため、当中間連結会計期

間は中間貸借対照表のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に

関する事項

　連結子会社であるSBIプランナーズ株式会社の中間決算日は９月30日であります。

中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① デリバティブ

　　 時価法

　　　 但し、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっ

　　 ております。

 ② たな卸資産

　　 原価法（中間連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

　 　により算定）

　 ａ．販売用不動産

　　　 個別法

　　　 なお、有形固定資産の償却方法に準じて減価償却しております。

　 ｂ．開発用土地及び未成工事支出金

　　　 個別法

　 ｃ．原材料

　　　 先入先出法

　 ｄ．貯蔵品

　　　 最終仕入原価法

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

　　 定率法

 　　　但し、平成10年４月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)について

　　 は、定額法を採用しており、そのうち展示用建物については、見込使用期間

　　 を耐用年数として採用しております。

　　　 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　 建物　　　　　３～15年

　　 車両運搬具　　３年

　　 工具器具備品　２～10年

 ② 無形固定資産

　　 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５

　 　年）に基づく定額法によっております。

 ③ 繰延資産　

　　　株式交付費

　　 支出時に全額費用処理しております。
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項目
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）

 (3）重要な引当金の計上基準

　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。

 　② 工事損失引当金

　 　 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当中間連結会計期間末における未

    引渡工事の損失見込額を計上しております。なお当中間連結会計期間における

    計上額はありません。

　③ 完成工事補償引当金

　　 販売済物件にかかる補修作業費等の支出に備えるため、過去の実績に基づく

　 補修費用見込額を計上しております。

 (4）重要なヘッジ会計の方法

 　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

 　ております。

 　② ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段……金利スワップ

　 ヘッジ対象……借入金の利息

 　③ ヘッジ方針

　　 変動金利借入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。

 　④ ヘッジ有効性の評価

　　 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略して

　 おります。

 (5）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 収益及び費用の計上

 　　  完成工事高の計上基準は、長期大型工事（工期１年以上、請負金額３億円以

    上）については、工事進行基準によっており、その他については完成工事基準

    によっております。なお、みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、

    中間貸借対照表のみが連結対象となるため計上額はありません。

  ② 消費税等の会計処理　

　　 税抜方式によっております。

　　 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。

　　 なお、資産にかかる控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の期間費用と

 　しております。

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　 当中間連結会計期間は、中間貸借対照表のみが連結の対象であるため、中間連

 結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,036千円  　

　　　　　　　　　　　　　　

※２　担保資産及び担保付債務

　（イ）担保に供している資産は次のとおりであります。

　たな卸資産 6,843,799千円　

　　　計 6,843,799千円　

　（ロ）担保付債務は次のとおりであります。

　短期借入金 6,146,932千円　

　１年以内返済予定の

　長期借入金
660,000千円　

　　　計 6,806,932千円　

 

 

　（リース取引関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

契約金額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利

スワップ取引

支払固定・受

取変動

200,000 △2,642 △2,642

合計 200,000 △2,642 △2,642

　（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基づき算定しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載の対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目

　　　　　 当中間連結会計期間については、中間連結損益計算書を作成していないため記載しておりません。なお、

　　　　 当中間会計期間における費用計上額及び科目名はそれぞれ8,238千円、販売費及び一般管理費です。

 

　　２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第３回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数

子会社の取締役　５名

子会社の従業員　42名

親会社関係会社の取締役　３名

親会社関係会社の従業員　28名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　960株

 付与日 平成20年６月１日

 権利確定条件

 新株予約権者は、権利行使時において会社又は会社子会社

の取締役、従業員その他これに準ずる地位にある事を要す

る。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはない。

 権利行使期間  平成20年６月１日から平成25年３月31日まで。

 権利行使価格（円） 270,834

 付与日における公正な評価単価（円） 2,082

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。　

 

　　ｂ．所在地別セグメント情報

　　　　　中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。

 

　　ｃ．海外売上高

　　　　　中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。
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  （企業結合関係）

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）

（共通支配下の取引等）

１. 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引

　　の目的を含む取引の概要

（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　 SBIプランナーズ株式会社　建築事業・不動産事業

（2）企業結合の法的形式

　　 　株式交換　

（3）結合後企業の名称

　　 　結合後企業の名称に変更はありません。

（4）取引の目的を含む取引の概要

　 　　当社は、平成19年３月にSBIホールディングス株式会社との業務提携を発表し、平成19年９月に当社株式の公開買

　　 付けにより同社の連結子会社となって以降、SBIグループの住宅不動産関連事業における中核子会社として不動産開

　　 発事業を推進してまいりました。

　　　 この状況の下、当社は株式交換によるSBIプランナーズ株式会社の完全子会社化によって、同社の強みであります

　　 東海地区における営業基盤に対して当社商品の提供を行ってまいります。本件株式交換は、SBIグループの住宅不動

　　 産関連事業部門における組織内再編であり、当該事業部門の中核子会社としての位置付けである当社の更なる事業

　　 拡大を導くことを目的としております。

　　　 また、SBIプランナーズ株式会社におきましても、当社のエンジニアリング能力を融合することによって、付加価

　　 値の高い商品の提供が可能となります。

 

２. 実施した会計処理の概要

　　「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「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」（企業会計基準委員会 平成18年12月22日改正 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通

　　支配下の取引等として処理しております。

 

３. 子会社株式の取得に関する事項　

（1）取得原価及びその内訳　

　　　 取得の対価：当社株式　757,114千円

　　　 取得原価　　　　　　　757,114千円

（2）株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数

　　①　株式の種類及び交換比率

　　　  普通株式　SBIプランナーズ株式会社　１：株式会社リビングコーポレーション　0.00024

　　②　交換比率の算定方法

　　 　 株式交換比率算定にあたり、TFPビジネスソリューション株式会社を第三者機関として選定し、株式交換比率の

　　　算定を依頼いたしました。

　　　  当社の株式価値については、東京証券取引所マザーズ市場に上場されていることから、マーケットアプローチと

　　  して市場株価方式による評価を実施し、平成20年２月１日を算定基準日として、過去１ヶ月間、２ヶ月間、３ヶ月

　　  間終値平均及び出来高加重平均により当社の株式価値を評価しました。

　　　  SBIプランナーズ株式会社の株式価値については、非上場会社であることから、修正簿価純資産方式、類似会社

　　　比準方式（PER倍率）並びに類似会社比準方式（PBR倍率）による株価評価額を総合的に分析した上で、最終的な１

　　　株当たりの評価額を算定しました。

　　　  これらのTFPビジネスソリューション株式会社による算定結果を勘案し、当事会社間で協議のうえ合意し、上記

　　  の交換比率を決定いたしました。

　　③　交付株式数

 　　　 8,330株

（3）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

 　　　該当事項はありません。

（4）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針　

　　　 該当事項はありません。

（5）取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

　　　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額　　　　 78,443円67銭

　当中間連結会計期間については、中間連結損益計算書を作成して

いないため、１株当たり中間純利益、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益及び算定上の基礎に関する記載は省略しております。　

　（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

純資産の部の合計額（千円） 1,966,438

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
8,328

（うち新株予約権） (8,328)

普通株式に係る純資産額（千円） 1,958,110

普通株式の発行済株式数（株） 24,962

１株当たり純資産額の算定に用いられた

普通株式の数（株）
24,962

 

 

（重要な後発事象）

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）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  1,146,998   272,169    1,722,039   

２　完成工事未収
入金

 －   －    50,000   

３　営業未収入金  10,350   15,750    30,690   

４　たな卸資産 ※２ 3,963,318   7,392,105    5,777,708   

５　その他  45,963   29,206    85,455   

流動資産合計   5,166,631 98.4  7,709,231 90.1 2,542,600  7,665,894 98.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１ 25,102   29,417    26,193   

２　無形固定資産  4,602   3,289    3,967   

３　投資その他の
資産

　           

(1)関係会社株式  －   757,114    －   

(2)その他  55,621   57,952    53,512   

   貸倒引当金  －   △4,500    －   

  55,621   810,567    53,512   

固定資産合計   85,327 1.6  843,273 9.9 757,946  83,673 1.1

資産合計   5,251,958 100.0  8,552,505 100.0 3,300,547  7,749,568 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形  －   466,735    1,109,619   

２　営業未払金  97,733   95,967    157,961   

３　短期借入金 ※２ 2,781,122   5,938,852    4,074,482   

４　一年以内返済
予定の長期借
入金

※２ 898,200   23,200    403,200   

５　その他  38,874   49,511    262,033   

流動負債合計   3,815,930 72.6  6,574,266 76.9 2,758,336  6,007,297 77.5

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  30,400   7,200    18,800   

２　完成工事補償
引当金　

 －   4,600    4,600   

固定負債合計   30,400 0.6  11,800 0.1 △18,600  23,400 0.3

負債合計   3,846,330 73.2  6,586,066 77.0 2,739,736  6,030,697 77.8
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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）
対前中間
期比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   459,700 8.8  491,300 5.8 31,600  485,300 6.3

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  402,200   1,190,914    427,800   

資本剰余金合
計

  402,200 7.7  1,190,914 13.9 788,714  427,800 5.5

３　利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 543,727   275,896    805,771   

利益剰余金合
計

  543,727 10.3  275,896 3.2 △267,831  805,771 10.4

株主資本合計   1,405,627 26.8  1,958,110 22.9 552,483  1,718,871 22.2

Ⅱ　新株予約権　   － －  8,328 0.1 8,328  － －

純資産合計   1,405,627 26.8  1,966,438 23.0 560,811  1,718,871 22.2

負債純資産合計   5,251,958 100.0  8,552,505 100.0 3,300,547  7,749,568 100.0

            

㈱リビングコーポレーション（8998） 平成 21 年３月期中間決算短信

－ 21 －



(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）

対前中間
期比

前事業年度
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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,260,059 100.0  2,881,957 100.0 △378,101  8,214,677 100.0

Ⅱ　売上原価
※１
　

 2,821,902 86.6  2,943,248 102.1 121,345  6,867,867 83.6

売上総利益又
は売上総損失
（△）

  438,156 13.4  △61,290 △2.1 △499,447  1,346,809 16.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  384,477 11.8  336,327 11.7 △48,150  760,389 9.3

営業利益又は
営業損失
（△）

  53,679 1.6  △397,618 △13.8 △451,297  586,420 7.1

Ⅳ　営業外収益 ※２  10,006 0.3  2,593 0.1 △7,412  11,533 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※３  43,317 1.3  79,227 2.8 35,909  129,889 1.6

経常利益又は
経常損失
（△）

  20,367 0.6  △474,252 △16.5 △494,619  468,063 5.7

Ⅵ　特別利益
※４
　

 － －  － － －  478 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５  3,113 0.1  7,155 0.2 4,041  3,113 0.0

税引前中間
（当期）純利
益又は税引前
中間純損失
（△）

  17,253 0.5  △481,407 △16.7 △498,660  465,428 5.7

法人税、住民
税及び事業税

　 377   1,078    219,255   

法人税等調整
額

 8,701 9,078 0.3 47,389 48,467 1.7 39,389 △24,045 195,209 2.4

中間（当期）
純利益又は中
間純損失
（△）

  8,175 0.2  △529,875 △18.4 △538,050  270,218 3.3
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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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年12月31日残高（千円） 459,700 402,200 402,200 535,552 535,552 1,397,452 1,397,452

中間会計期間中の変動額        

中間純利益 － － － 8,175 8,175 8,175 8,175

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 8,175 8,175 8,175 8,175

平成19年６月30日残高（千円） 459,700 402,200 402,200 543,727 543,727 1,405,627 1,405,627

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

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年12月31日残高（千円） 485,300 427,800 427,800 805,771 805,771 1,718,871 － 1,718,871

中間会計期間中の変動額         

　新株の発行 6,000 6,000 6,000 － － 12,000 － 12,000

　株式交換による増加 － 757,114 757,114 － － 757,114 － 757,114

中間純損失（千円） － － － △529,875 △529,875 △529,875 － △529,875

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

－ － － － － － 8,328 8,328

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

6,000 763,114 763,114 △529,875 △529,875 239,239 8,328 247,567

平成20年６月30日残高（千円） 491,300 1,190,914 1,190,914 275,896 275,896 1,958,110 8,328 1,966,438

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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年12月31日残高（千円） 459,700 402,200 402,200 535,552 535,552 1,397,452 1,397,452

事業年度中の変動額        

新株の発行 25,600 25,600 25,600 － － 51,200 51,200

当期純利益 － － － 270,218 270,218 270,218 270,218

事業年度中の変動額合計（千円） 25,600 25,600 25,600 270,218 270,218 321,418 321,418

平成19年12月31日残高（千円） 485,300 427,800 427,800 805,771 805,771 1,718,871 1,718,871
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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
（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（千円） 　金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失(△)

 17,253 △481,407 465,428

減価償却費  6,102 6,388 13,934

長期前払費用償却額  418 110 1,241

株式報酬費用　  － 8,328 －

貸倒引当金の増加額
　

 － 4,500 －

完成工事補償引当金
の増加額　

 － － 4,600

賞与引当金の減少額  △10,000 － △10,000

株式交付費  － 40 748

受取利息及び
受取配当金

 △436 △642 △1,564

支払利息  39,558 71,230 113,077

支払手数料　  － 7,912 12,857

金利スワップ評価益  △1,721 △1,398 △1,675

固定資産売却益　  － － △478

固定資産除却損  2,723 7,155 3,113

売上債権の減少額  108,230 60,440 37,890

たな卸資産の増加額  △1,263,030 △1,614,396 △3,077,420

仕入債務の増減額  △367,823 △704,877 802,024

その他  △6,500 12,682 △10,407

小計  △1,475,224 △2,623,933 △1,646,630

利息及び配当金
の受取額

 436 642 1,564

利息の支払額  △59,987 △68,713 △127,711

法人税等の支払額  △208,790 △218,780 △212,716

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,743,565 △2,910,784 △1,985,493
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 　金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △4,030 △12,489 △12,320

有形固定資産の売却
による収入

 － － 619

有形固定資産の除却
による支出　

 － △3,600 △390

無形固定資産の取得
による支出

 － － △138

敷金保証金の支払に
よる支出

 △2,008 △1,956 △2,516

敷金保証金の減少に
よる収入

 194 2,143 1,515

その他  △208 － △208

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △6,052 △15,901 △13,437

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

 2,790,022 3,872,732 6,669,522

短期借入金の返済に
よる支出

 △1,176,400 △2,008,362 △3,762,540

長期借入金の返済に
よる支出

 △11,600 △391,600 △518,200

株式の発行による収
入

 － 11,959 50,451

その他  － △7,912 △12,857

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,602,022 1,476,816 2,426,376

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △147,595 △1,449,870 427,445

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,294,594 1,722,039 1,294,594

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,146,998 272,169 1,722,039
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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）デリバティブ

時価法

　但し、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特

例処理によっております。

(1）デリバティブ

同左

(1）デリバティブ

同左

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

原価法（中間貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）

(2）たな卸資産

原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

 ① 販売用不動産 　

　　　────

① 販売用不動産 

個別法

なお、有形固定資産の償却方法

に準じて減価償却しております。

① 販売用不動産 

同左　

 ② 開発用土地及び未成工事支出

 金

個別法による原価法

② 開発用土地及び未成工事支出

 金

個別法

② 開発用土地及び未成工事支出

 金

同左

 ③ 原材料

先入先出法による原価法

③ 原材料

先入先出法

③ 原材料

同左

 ④ 貯蔵品

最終仕入原価法

④ 貯蔵品

同左

（追加情報）

　前事業年度の下期から「棚卸

資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年

７月５日）を適用しておりま

す。

　なお、前中間会計期間に同会計

基準を適用した場合の影響はあり

ません。

④ 貯蔵品

同左

（会計方針の変更）

　「棚卸資産の評価に関する会計

　基準」（企業会計基準第９号

　平成18年７月５日）が平成20年

　３月31日以前に開始する事業年

　度から適用できることになった

　ことに伴い、当事業年度から同

　会計基準を適用しております。

　　これにより営業利益、経常利

　益及び税引前当期純利益は、そ

　れぞれ44,752千円減少しており

　ます。

　　また、当該会計基準の適用は、

　当事業年度下期において一部の

　たな卸資産の収益性が低下した

　ことを契機に、受入準備体制を

　整備したため、当事業年度から

　適用するものであり、当中間会

　計期間においては、同会計基準

　を適用しておりません。

　　なお、当中間会計期間におい

　て、当該会計基準を適用した場

　合の影響はありません。 

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

　同左

 　但し、平成10年４月以降に取得

した建物（建物附属設備は除く）

については、定額法を採用してお

り、そのうち展示用建物について

は、見込使用期間を耐用年数とし

て採用しております。

  

 　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 　建物　  　　　　３～12年

　車両運搬具　　　３～５年

　工具器具備品　　３～８年

　建物　  　　　　３～12年

　車両運搬具　　　３年

　工具器具備品　　２～８年

　建物　  　　　　３～12年

　車両運搬具　　　３～５年

　工具器具備品　　２～８年

 (2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

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

(2）無形固定資産

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　繰延資産の処理方法 ──── 　株式交付費

　支出時に全額費用処理してお　

　ります。

 株式交付費

同左

４　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。

　なお、当中間会計期間につきま

しては、債権の回収が確実である

と見込まれること及び過去の貸倒

実績がないこと等により計上して

おりません。

(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

　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。

　なお、当事業年度につきまして

は、債権の回収が確実であると見

込まれること及び過去の貸倒実績

がないこと等により計上しており

ません。

   （2）　   ───── 　(2)完成工事補償引当金

　　販売済物件にかかる補修作業

　費等の支出に備えるため、過去

　の実績に基づく補修費用見込額

　を計上しております。

　(追加情報)

　　前事業年度の下期から販売済

　物件に対する補修作業等にかか

　る費用について支出時に費用計

　上する方法から過去の実績に基

　づいて物件販売時に引当金を計

　上する方法に変更しておりま

　す。

　　なお、前中間会計期間に変

　更後の会計処理を採用した場

　合、営業利益、経常利益及び税

　引前中間純利益はそれぞれ

　11,795千円減少することとなり

　ます。

(2)完成工事補償引当金

　　販売済物件にかかる補修作業

　費等の支出に備えるため、過去

　の実績に基づく補修費用見込額

　を計上しております。

　(追加情報)

　　従来、販売済物件に対する補

　修作業等にかかる費用は支出時

　に費用計上しておりましたが、

　当事業年度より過去の実績に基

　づいて物件販売時に引当金を計

　上する方法に変更いたしまし

　た。

　　この変更は、当事業年度にお

　いて支出した補修費用の重要性

　が増してきたことから、期間損

　益計算の適正化を図るために行

　ったものであります。

　　この変更により、過年度の販

　売物件に対する完成工事補償引

　当金繰入額3,200千円を販売費及

　び一般管理費に計上し、当期の

　販売物件に対する1,400千円を売

　上原価に計上した結果、従来と

　同一の方法を採用した場合と比

　べ、営業利益、経常利益及び税

　引前当期純利益は4,600千円それ

　ぞれ減少しております。

　　なお、この変更は当事業年度

　下期に支出した補修費用の重要

　性が増したために下期において

　行うものであり、当中間会計期

　間は従来の会計処理を採用して

　おります。

　　当中間会計期間において変更

　後の会計処理を採用した場合、

　過年度の販売物件に対する完成

　工事補償引当金繰入額11,195千

　円を販売費及び一般管理費に計

　上し、当中間会計期間の販売物

　件に対する600千円を売上原価に

　計上することとなり、その結果

　営業利益、経常利益及び税引前

　中間純利益はそれぞれ11,795千

　円減少することとなります。 
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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）

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている

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

(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

(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

 ヘッジ対象

………借入金の利息

  

 (3）ヘッジ方針

　変動金利借入利息の将来の金利

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

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性の評価

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価

を省略しております。

(4）ヘッジ有効性の評価

同左

(4）ヘッジ有効性の評価

同左

６　中間キャッシュ・フロー

計算書（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

からなっております。

同左 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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　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。

　なお、資産にかかる控除対象外消

費税等は当中間会計期間の期間費用

としております。

 

消費税等の会計処理

　同左

 

　

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、資産にかかる控除対象外消

費税等は発生事業年度の期間費用と

しております。

 

 

会計処理の変更

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）

────── ────── １．固定資産の減価償却の方法

　　当事業年度から法人税法の改正に伴い、

　平成19年４月１日以降に取得した固定資産

　については、改正後の法人税法に基づく減

　価償却の方法に変更しております。なお、

　これによる損益に与える影響は軽微であり

　ます。
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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）

（不動産取得税の計上方法について）

  従来、たな卸資産の取得に係る不動産取得

税については、支出時に販売費及び一般管理

費として処理しておりましたが、当中間会計

期間より取得時にたな卸資産の取得原価に算

入し、物件の引渡時に売上原価として処理す

る方法に変更いたしました。

　この変更は、自社開発物件の増加により不

動産取得税の金額的重要性が高まってきたこ

と、及び土地の取得から物件引渡までの期間

が１年を超えるホテル開発事業が増加しつつ

あることから、費用収益を対応させ経営成績

をより適正に表示するために行ったものであ

ります。

　この変更により従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して売上原価は29,914千円増加

し、販売費及び一般管理費は6,389千円減少し、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が

それぞれ23,525千円減少しております。また、

たな卸資産は17,731千円、営業未払金は

41,256千円増加しております。

（竣工済物件の賃料収入の計上区分について）

　従来、竣工済物件における賃料収入につい

ては営業外収益として計上しておりましたが、

当中間会計期間より売上高に計上する方法に

変更いたしました。これは、賃料収入の重要

性が増したことによるものであります。これ

に伴い、賃料収入に対応する外部委託等の費

用については、販売費及び一般管理費から売

上原価に変更して計上しております。　

　この変更により従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して、営業外収益は11,858千円

減少して売上高は11,858千円増加し、販売費

及び一般管理費は4,830千円減少して売上原価

は4,830千円増加し、営業損失は7,028千円減

少しております。　

　（不動産取得税の計上方法について）

　従来、たな卸資産の取得に係る不動産取得

税については、支出時に販売費及び一般管理

費として処理しておりましたが、当事業年度

より取得時にたな卸資産の取得原価に算入し、

物件の引渡時に売上原価として処理する方法

に変更いたしました。

　この変更は、自社開発物件の増加により不

動産取得税の金額的重要性が高まってきたこ

と、及び土地の取得から物件引渡までの期間

が１年を超えるホテル開発事業が増加しつつ

あることから、費用収益を対応させ経営成績

をより適正に表示するために行ったものであ

ります。

　この変更により、従来と同一の基準を採用

した場合と比較して売上原価は50,357千円増

加し、販売費及び一般管理費は33,281千円減

少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ17,076千円減少しております。

また、たな卸資産は18,201千円、営業未払金

は35,278千円増加しております。

（施工監理部門の労務費の計上区分について）

　従来、施工監理部門における労務費につい

ては販売費及び一般管理費として処理してお

りましたが当中間会計期間よりその一部をた

な卸資産の取得原価に算入する方法に変更い

たしました。これは、従来ほとんどの施工監

理業務を外注し、その外注費を取得原価算入

しておりましたが、当社の施工監理部門で内

製化する物件が増加しつつあることから、施

工監理部門の労務時間を開発プロジェクトご

とに把握する体制を整備したことによるもの

であります。

　この変更により従来と同一の基準を採用し

た場合と比較して販売費及び一般管理費が

6,745千円減少し、売上原価は3,265千円、た

な卸資産は3,479千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益がそれぞれ3,479千

円増加しております。

 

　　　　　 （施工監理部門の労務費の計上区分について）

　従来、施工監理部門における労務費につい

ては販売費及び一般管理費として処理してお

りましたが、当事業年度よりその一部をたな

卸資産の取得原価に算入する方法に変更いた

しました。これは、従来ほとんどの施工監理

業務を外注し、その外注費を取得原価に算入

しておりましたが、当社の施工監理部門で内

製化する物件が増加しつつあることから、施

工監理部門の労務時間を開発プロジェクトご

とに把握する体制を整備したことによるもの

であります。

　この変更により、従来と同一の基準を採用

した場合と比較して販売費及び一般管理費は

11,179千円減少し、売上原価は8,389千円、た

な卸資産は2,790千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれぞれ2,790千

円増加しております。
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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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

21,737千円 27,938千円 27,223千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

(イ）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

(イ）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

(イ）担保に供している資産は次のとおり

であります。

開発用土地 3,321,796千円

計 3,321,796千円

販売用不動産 2,029,547千円

開発用土地 2,810,906千円

計 4,840,454千円

販売用不動産 561,972千円

開発用土地 3,831,144千円

計 4,393,117千円

(ロ）担保付債務は、次のとおりでありま

す。

(ロ）担保付債務は、次のとおりでありま

す。

(ロ）担保付債務は、次のとおりでありま

す。

短期借入金 2,671,022千円

１年以内返済予

定の長期借入金
875,000千円

計 3,546,022千円

短期借入金 4,556,932千円

計 4,556,932千円

短期借入金 4,074,482千円

１年以内返済予

定の長期借入金
380,000千円

計 4,454,482千円

 

（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 　　 ────── ※１ 通常の販売目的で保有

するたな卸資産の収益

性の低下による簿価切

下げ額

377,643千円

※１　 通常の販売目的で保有

するたな卸資産の収益

性の低下による簿価切

下げ額　

44,752千円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目　 ※２　営業外収益の主要項目　

賃料収入 7,788千円

金利スワップ評価益 1,721千円

受取利息 436千円

金利スワップ評価益 1,398千円

受取利息 638千円

賃料収入 8,126千円

金利スワップ評価益 1,675千円

受取利息 1,564千円

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

支払利息 39,558千円

為替差損 687千円

支払利息 71,230千円

支払手数料 7,912千円

支払利息 113,077千円

支払手数料 12,857千円

※４　　　　　　 ──────

 

※４        　──────

        　

※４　特別利益の主要項目

固定資産売却益

    車両 478千円

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損

※５　特別損失の主要項目

固定資産除却損

建物 3,113千円 建物 7,155千円 建物 3,113千円

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 5,375千円

無形固定資産 726千円

有形固定資産 5,710千円

無形固定資産 678千円

有形固定資産 12,434千円

無形固定資産 1,499千円
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（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）

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
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 16,000 － － 16,000

合計 16,000 － － 16,000

　　  　２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　 該当事項はありません。

 

　　　　３.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　 該当事項はありません。

 

　　　　４.配当に関する事項

　　　　　 該当事項はありません。

 

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）

１.発行済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 16,512 8,450 － 24,962

合計 16,512 8,450 － 24,962

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加8,450株の内訳は次のとおりであります。

① 8,330株は株式交換の実施に伴う新株発行によるものであります。

　　　　　② 120株はストック・オプションの権利行使によるものであります。

　　  　２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）
当中間会計

期間末残高

(千円)

前会計会計

年度末

当中間

会計期間

増加

当中間

会計期間

減少

当中間

会計期間末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 8,328

合計 － － － － － 8,328

 

　　　　３.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　 該当事項はありません。

 

　　　　４.配当に関する事項

　　　　　 該当事項はありません。

 

前事業年度（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に関する事項

株式の種類
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） 16,000 512 － 16,512

合計 16,000 512 － 16,512

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加512株は、ストック・オプションの権利行使によるものであります。

　　 　 ２.自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　   該当事項はありません。
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　　  　３.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　 　該当事項はありません。

 

　　　  ４.配当に関する事項

　　　　 　該当事項はありません。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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　現金及び現金同等物の中間期末残高は、

中間貸借対照表の「現金及び預金」勘定

の金額と一致しております。

※１　　　　　　　同左 ※１　現金及び現金同等物の期末残高は、貸借

対照表の「現金及び預金」勘定の金額と

一致しております。

　　　　　　　────── 　２　重要な非資金取引

株式交換による資本準備金増加額は

757,114千円であります。

　　　　　　　──────

 

 

（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）

　該当事項はありません。 同左 同左

 

（有価証券関係）

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）

　該当事項はありません。 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益

　　　　当中間会計期間は連結財務諸表にて記載しております。

対象物の種類 取引の種類

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

契約金額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約金額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利

スワップ取引

支払固定・受

取変動

200,000 △3,995 △3,995 200,000 △4,041 △4,041

合計 200,000 △3,995 △3,995 200,000 △4,041 △4,041

　（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基づき算定しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は記載の対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間は該当ありません。当中間会計期間は連結財務諸表に記載しております。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第２回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年８月29日

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　　１名

当社の従業員　　18名

ストック・オプション数 普通株式　　 　700株

付与日 平成17年８月29日

権利確定条件

　新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時

において、当社の取締役、監査役、従業員また

は顧問たる地位を保有していることとする。た

だし、任期満了による退任、定年による退職の

場合はこの限りではない。

対象勤務期間 平成17年８月29日～平成19年８月29日

権利行使期間 平成19年８月30日～平成27年８月29日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

 第２回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年８月29日

権利確定前（株）  

　前事業年度末 698

　付与 －

　失効 7

　権利確定 691

　未確定残 －

権利確定後（株）  

　前事業年度末 －

　権利確定 691

　権利行使 512

　失効 25

　未行使残 154

② 単価情報

 第２回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年８月29日

権利行使価格（円） 100,000

行使時平均株価（円） 193,000

㈱リビングコーポレーション（8998） 平成 21 年３月期中間決算短信

－ 33 －



（持分法損益等）

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）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　関連会社がないため記載しておりません。 　同左

　当中間会計期間は連結財務諸表にて記載しております。

 

 

（企業結合関係）

　４．中間連結財務諸表注記事項にて記載しております。また、前中間会計期間、前事業年度は該当ありません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 87,851円73銭 78,443円67銭 104,098円31銭

１株当たり中間（当期）純利益金

額又は中間純損失金額（△）
510円95銭 △29,450円59銭 16,759円84銭

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
496円91銭

　なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額については、

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。

16,482円79銭

　（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
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）

純資産の部の合計額（千円） 1,405,627 1,966,438 1,718,871

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 8,328 －

（うち新株予約権） － (8,328) －

普通株式に係る純資産額（千円） 1,405,627 1,958,110 1,718,871

普通株式の発行済株式数（株） 16,000 24,962 16,512

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
16,000 24,962 16,512

２　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失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。

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株当たり中間（当期）純利益金額又

は中間純損失金額
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（千円）
8,175 △529,875 270,218

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（千円）
8,175 △529,875 270,218

普通株式の期中平均株式数（株） 16,000 17,992 16,123

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） 452 － 271

（うち新株予約権（株）） (452) － (271)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含まれなかった潜在株式の概

要

－ 第２回(H17.8.29付与)

新株予約権34個(株)

第３回(H20.6.1付与)新

株予約権960個(株)

－
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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）

　該当事項はありません。 同左 (SBIプランナーズ株式会社における会社分割

（分割型新設分割）を条件とする、株式交換

による当該分割会社の完全子会社化につい

て) 

　当社は、平成20年２月14日開催の取締役会

において、SBIホールディングス株式会社の連

結子会社でありますSBIプランナーズ株式会社

の会社分割を条件として、株式交換を通じて

SBIプランナーズ株式会社の分割会社を完全子

会社化することを決議し、平成20年２月15日

に株式交換契約書を締結いたしました。

 (1) 子会社化の目的

　当社は、平成19年３月にSBIホールディング

ス株式会社との業務提携を発表し、平成19年

９月に当社株式の公開買付けにより同社の連

結子会社となって以降、SBIグループの住宅不

動産関連事業における中核子会社として不動

産開発事業を推進してまいりました。

　この状況の下、当社は、本件株式交換によ

るSBIプランナーズ株式会社の完全子会社化に

よって、同社の強みであります東海地区にお

ける営業基盤に対して当社商品の提供を行っ

てまいります。本件株式交換は、SBIグループ

の住宅不動産関連事業部門における組織内再

編であり、当該事業部門の中核子会社として

の位置付けである当社の更なる事業拡大を導

くことによって、株主価値向上を目指してま

いります。

　また、SBIプランナーズ株式会社におきまし

ても、当社のエンジニアリング能力を融合す

ることによって、付加価値の高い商品の提供

が可能となり、更なる事業拡大によって当社

の利益向上に寄与してまいります。

  (2) 株式交換の前提となるSBIプランナーズ株

式会社における会社分割の概要

 ① 分割方式

  SBIプランナーズ株式会社を分割会社とし、

同社の関東支社及び千葉支店において営む事

業に関する権利義務の一部を新設会社である

SBIランドデザイン株式会社に承継させる分割

型新設分割を予定しております。

② 会社分割の効力発生日

平成20年５月１日を予定しております。
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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) 株式交換比率 

会社名 

当社

（株式交換完全

親会社） 

SBIプランナーズ

株式会社

（株式交換完全

子会社）

株式交換比率 1  　　0.00024

(4) 株式交換の要旨

  SBIプランナーズ株式会社の普通株式１株に

対して、当社の普通株式0.00024株を割当交付

します。

(5) 株式交換によって当社が発行する株式の

種類及び数

  普通株式　8,330株（本件株式交換までに、

SBIプランナーズ株式会社の新株予約権の行使

等がなされた場合は、当社が発行する株式数

は変動することがあります）を予定しており

ます。

 (6) 株式交換の時期

 株式交換の効力発生日は、平成20年６月１日

を予定しております。
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６．その他
事業部門別売上高　

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）

件数　

（件）

　売上高

　（千円）

件数　　

　（件）

売上高　

　（千円）

件数　　

　（件）

売上高　

　（千円）

　自社開発売上 6 3,212,994 5 2,590,646 17 8,099,142

　企画設計売上 7 47,000 13 60,200 17 115,400

　その他売上 － 65 － 231,111 － 135

　合計 13 3,260,059 18 2,881,957 34 8,214,677

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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