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1.  20年7月期の連結業績（平成19年8月1日～平成20年7月31日） 

（注） 20年7月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年7月期 59,585 42.1 3,532 △30.9 1,739 △48.0 421 △77.4
19年7月期 41,926 20.6 5,110 46.4 3,345 40.1 1,864 38.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年7月期 46.28 ― 3.5 2.1 5.9
19年7月期 217.80 217.75 17.8 5.3 12.2

（参考） 持分法投資損益 20年7月期  65百万円 19年7月期  △18百万円

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7月期 81,780 12,759 15.6 1,314.69
19年7月期 78,213 11,379 14.5 1,323.23

（参考） 自己資本  20年7月期  12,700百万円 19年7月期  11,327百万円

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7月期 △12,107 477 6,428 470
19年7月期 △18,756 △2,367 23,449 5,672

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年7月期 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 256 13.8 2.2
20年7月期 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 96 21.6 0.8

21年7月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 ――― 19.2 ―――

3.  21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 45,491 169.8 1,386 △51.4 478 △77.4 79 △92.6 8.18
通期 66,006 10.8 2,534 △28.3 1,031 △40.7 502 19.2 51.96



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年7月期 9,661,000株 19年7月期 8,561,000株
② 期末自己株式数 20年7月期 278株 19年7月期 200株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年7月期の個別業績（平成19年8月1日～平成20年7月31日） 

（注） 平成20年7月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年7月期 52,353 40.7 2,606 △39.9 1,197 △57.8 286 △81.9
19年7月期 37,211 14.0 4,335 27.3 2,836 20.1 1,586 16.1

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年7月期 31.47 ―
19年7月期 185.39 185.35

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7月期 69,268 11,561 16.6 1,190.73
19年7月期 70,357 10,405 14.7 1,209.48

（参考） 自己資本 20年7月期  11,503百万円 19年7月期  10,354百万円

2.  21年7月期の個別業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が
あります。  

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

第2四半期累計期間 40,338 175.9 1,471 △46.8 770 △65.6 385 △66.9 39.85
通期 57,255 9.4 2,165 △16.9 1,002 △16.3 501 75.2 51.86



１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

【当期の経営成績】

当連結会計年度（平成19年８月１日～平成20年７月31日）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に

端を発したグローバル金融市場の混乱と米国景気の減速を背景とした、急速な円高の進行や原材料価格の高騰、低迷

する株式市況により、先行きの不透明感が増してまいりました。

　当不動産業界におきましては、分譲住宅市場において、建築基準法改正に伴う着工戸数の減少や、地価及び建築資

材の高騰等により上昇した販売価格に対する顧客の買い控え現象、それに伴うデベロッパーの事業用地仕入抑制傾向

等の影響で、需要・供給両面において調整局面を迎えております。

　また、不動産投資市場においては、米国サブプライムローン問題に起因した金融市場での国際的な信用収縮を背景

として、海外の投資資金が国外に逃避し始めるなど、資金の出し手が極端に減少し、資金不足の様相を呈しつつあり

ます。

　このような環境下、当連結会計年度の業績は、連結売上高は、595億85百万円（前連結会計年度比42.1％増）、営業

利益は、35億32百万円（同30.9％減）、経常利益は、17億39百万円（同48.0％減）、当期純利益は、４億21百万円（同

77.4％減）となりました。

当連結会計年度の業績は以下の通りであります。

[当期連結業績の概要]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 区分 平成20年７月期 平成19年７月期 対前期比 増減率

 売上高 59,585 41,926 17,658 42.1％

 営業利益 3,532 5,110 △1,577 △30.9％

 経常利益 1,739 3,345 △1,605 △48.0％

 当期純利益 421 1,864 △1,442 △77.4％ 

【事業の種類別セグメント概況】

 [連結セグメント別業績]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業の種類別　　

　　セグメントの

名称

 

 平成20年７月期

 

 

 平成19年７月期

 

対前期比 

増減額 増減率 

  売上高 営業利益 売上高 営業利益  売上高  営業利益  売上高   営業利益 

 不動産分譲事業　 55,675 2,986 38,701 4,831 16,974 △1,844 43.9% △38.2% 

 不動産賃貸事業 3,751 1,457 2,838 852 913 605 32.2% 71.0% 

 不動産仲介事業 270 269 221 138 49 130 22.4% 94.6% 

 その他の事業 97 67 264 185 △166 △117 △63.0% △63.6% 

 消去又は全社 △210 △1,037 △98 △896 △112 △263 △114.0% 29.3%  

 合計 59,585 3,532 41,926 5,110 17,658 △1,577 42.1% △30.9%  

 

①　不動産分譲事業

 不動産分譲事業につきましては、自社単独分譲事業として、「シェルゼ木場公園」（127戸全戸引渡し、平成20年３

月竣工、東京都江東区）、「シェルゼ砧」（16戸引渡し、平成20年７月竣工、東京都世田谷区）の２物件と、自社単

独賃貸開発事業におきましては「サンフル押上Ⅱ」(総戸数80戸、平成20年３月竣工、東京都墨田区）をはじめ２物件、

共同分譲事業におきましては「パークコート高輪ヒルトップレジデンス」（総戸数127戸、平成20年７月竣工、東京都

港区）、「レジデンス・ザ・武蔵小杉」（389戸全戸引渡し、平成19年11月竣工、神奈川県川崎市）等の大型物件をは

じめ12物件の供給を行い好調に販売いたしました。

　また、当社にて開発した賃貸マンションの不動産ファンドへの売却に際し、子会社の株式会社明豊プロパティーズ

にて当初設定賃料を上回る賃料にてリーシングを行ない、稼働率をほぼ100％まで高めたことにより、当初計画より売

上・利益が上回りました。一方でエコロジー・リート投資法人清算に伴い取得した賃貸物件の売却については、取得

段階での計画販売価格を下回りました。この結果、当期の売上高は、556億75百万円（前期比43.9％増）、営業利益は、

29億86百万円（前期比38.2％減）となりました。

売上高の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　

 平成20年７月期 平成19年７月期 増減額 増減率(%)

 共同事業 22,691 12,081 10,610.0 87.8

 単独事業 32,983 26,620 6,363 23.9

 合計 55,675 38,701 16,974 43.9

－ 3 －



　②　不動産賃貸事業　　　   

 　 不動産賃貸事業につきましては、エコロジー・リート投資法人清算に伴い取得した20物件による賃料などに

より、当期の売上高37億51百万円（前期比32.2％増）営業利益は14億57百万円（前期比71.0%増）となりました。

 

　③　不動産仲介事業　　　　　　

　　 不動産仲介事業につきましては、エコロジー豊洲他の仲介などにより、当期の売上高は、２億70百万円（前

期比22.4％増）、営業利益は、２億69百万円（前期比94.6%増）となりました。

 

　④　その他の事業　　　　　　　    

　   その他の事業につきましては、不動産事業に派生したものとしてアセットマネジメント報酬67百万の売上 な

どにより、売上高は97百万円（前期比63.0％減）、営業利益67百万円（前期比63.6％減）となりました。

 

【次期の業績の見通し】

　　 ①　連結業績の見通し　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成21年７月期 平成20年７月期 増減額 増減率（％）

  売上高 66,006 59,585 414 0.7

  経常利益 1,031 1,739 △739  △42.5

　当期純利益 502 421 78 18.6

　　　　次期の見通しにつきましては、当社は有利子負債の圧縮を最優先課題として、マンション分譲の販売促進と収益

用不動産の売却を促進してまいります。

不動産分譲事業においては、当社主力プロジェクトである外断熱を採用したエコロジーマンションシェルゼシリー

ズ「シェルゼ砧」（販売戸数14戸、平成20年７月竣工、東京都世田谷区）、「シェルゼ杉並高井戸」（総戸数35戸、

平成20年６月竣工・８月引渡し、東京都杉並区）、「シェルゼ武蔵中原」（総戸数48戸、平成20年11月竣工予定、

神奈川県川崎市）、「シェルゼ三鷹禅林寺通り」（総戸数43戸、平成21年６月竣工予定、東京都三鷹市）、「シェ

ルゼ鎌倉」（総戸数13戸、平成21年６月竣工予定、神奈川県鎌倉市）が順調に始動しております。

　また、財務体質強化のため、東京都江東区豊洲5丁目の土地（10,255,07㎡）上で計画しておりましたオフィスビ

ル計画の事業主たる地位の売却および本年２月にエコロジー・リート投資法人より取得した物件の売却を進めて参

ります。

 

　　　②　連結有利子負債の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成20年2月末 平成20年4月末 平成20年7月末 平成20年10月末（予定)

　有利子負債 90,379 85,451 64,828 45,000

　　　当連結会計年度２月末時点での約903億円の有利子負債については当連結会計年度末時点で約648億円、さらに上記

資産の売却等により平成20年10月末時点で約450億円以下となる予定であります。

　また、当連結会計年度は財務体質の強化を図る為、開発用地の仕入れを控えておりましたが、財務体質が改善す

る平成20年10月からは当社の情報力を活かし、首都圏を中心とした優良不動産の取得および開発を積極的に推進し

てまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）財政状態に関する分析   

当期のキャッシュ・フロー

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、新築マンション分譲事業や賃

貸開発事業における販売が目標を下回る水準で推移したこと、一方開発用地取得やエコロジー・リート投資法人清

算に伴う物件取得によりたな卸資産の増加があり、財務活動においては事業完了に伴う長期借入金の返済を行った

結果、前連結会計期間末に比べ、52億１百万円減少し当連結会計期間末には４億70百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、新築マンション分譲事業や賃貸開発事業における販売が目標を下回った

結果、当連結会計年度期間末の税金等調整前当期純利益として９億46百万円の収入がありましたが、開発用地取得

やエコロジー・リート投資法人清算に伴う物件取得により、たな卸資産の増加として103億37百万円の支出等があっ

たため、120億69百万円の支出（前連結会計年度比35.6％支出減）となりました。

－ 4 －



（投資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・フローは、投資有価証券の取得により６億27百万円の支出、関係会社への出資５億

78百万円の支出、短期貸付金による支出４億25百万円の支出がありましたが、固定資産の売却により17億52百万円

の収入、短期貸付金の回収により６億１百万円の収入等があったたため、４億39百万円の収入（前期は23億67百万

円の支出）となりました。

（財務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・フローは、不動産分譲事業における分譲マンション竣工・販売による事業資金の長

期借入金返済額345億36百万円となりましたが、開発用地取得により長期借入による収入が212億26百万円、エコロ

ジー・リート投資法人清算に伴う物件取得のため短期借入金による収入が187億86百万円となり、64億28百万円の収

入（前連結会計年度比72.6％収入減）となりました。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年７月期 平成19年７月期 平成20年７月期

自己資本比率（％） 19.8 14.4 15.6

時価ベースの自己資本比率（％） 21.4 14.2 5.1

債務償還年数（年） ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

　（注）　自己資本比率＝自己資本／総資産

時価ベースの自己資本資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

※　いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。

※　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の負債を対象とし

ております。

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※　平成18年７月期、平成19年７月期及び平成20年７月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシ

オにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。

※　当社は、平成17年９月20日付をもって１株を２株の割合で株式分割を行っており、平成17年７月末時点の

株価は権利落ち後の株価となっております。平成17年７月末の時価ベースの株主資本比率を算出するため、

株式時価総額につきましては、権利落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。

本資料における業績見通しなどの将来予想に関する記述内容は、当企業グループが現時点で合理的である一

定の前提に基づいており、実際の業績結果などは異なることがあります。

 （３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要政策の一つとして位置付けておりますが、平成20年７月

期の業績予想が減益となる見込みであることに加え、財務体質の強化を図るとともに内部留保を将来における事

業展開にあてることで、早期に業績を回復させることが株主の皆様に対する最大の利益還元であると認識し、誠

に遺憾ながら、平成20年７月期の期末配当につきましては、記念配当10円につきましては見送らせて頂くことと

し、普通配当につきましても株主総会での決議を条件として、１株につき30円を10円に修正させていただきま

す。

次期の配当につきましても、1株当たり10円を予定しております。

 　　　　

 （４）事業等のリスク

以下において、当社グループの事業展開に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しております。

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努め、また、万が一発生

した場合には、その影響を最小限にとどめるよう対応に努めていく方針であります。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、この点にご留意下さい。

　本項における将来に関する事項は、平成20年９月12日現在において当社グループが判断したものであります。
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  １． 不動産分譲事業の特徴について

(1）不動産分譲事業における市況、金利動向および税制について

　不動産分譲事業においては、景気動向、金利動向、地価動向、新規供給動向および不動産に係る税制等の影響

を受けやすいため、景気の悪化や大幅な金利上昇、新規大量供給による販売価格の下落など経済情勢に変化があっ

た場合には、お客様の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。また、上記経済情勢の変化は、事業用地の仕入れ価格の変動要因にもなり、事業用地の仕入

れが計画通りに進まない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性もあります。

　また不動産分譲事業は、建設業者との間にて工事請負契約を締結し、建物の建設工事を行っております。その

ため建設業者の資材・部材の調達において、国内外の経済情勢により価格高騰などが発生した場合には、当社グ

ループの建築費上昇という結果をもたらす可能性があり、その場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(2）物件の引渡時期等による業績の変動について

　不動産分譲事業においては、顧客への引渡時に売上高を計上しておりますが、引渡時期につきましては、一般

的に転勤および学期末の時期等の理由により、２月から３月に集中することが多くなっており、その結果、売上

高の計上が下期に集中する傾向にあります。

　また天災など不測の事態により物件の引渡時期が期末を越える遅延が生じた場合や期末近くに竣工・引渡を計

画している物件について、顧客への引渡が翌期にずれ込む事態が生じた場合には、当該期の当社グループの業績

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

　当社グループは不動産分譲事業における事業用地の取得資金及び建築費の一部を、おもに金融機関からの借入

金により調達しており、有利子負債への依存度が高い水準にあることから、現行の金利水準が大幅に変動した場

合には、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。

　なお、当社グループはグループ資金の効率化やキャッシュ・マネージメントの効率化を推進するために、売掛

債権の証券化、不動産特定共同事業に基づく匿名組合方式等資金調達の多様化も進めております。

  また当社は、安定的な資金調達を図るため、金融機関との間でコミットメントライン等の契約を締結しており

ますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には期限の利益を喪失し、

一括返済を求められる等により、当社グループの財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

平成18年７月度 平成19年７月度 平成20年７月度

売上高（千円） 34,760,019 41,926,543 59,585,273

経常利益（千円） 2,387,287 3,345,555 1,739,803

支払利息（千円） 722,519 1,268,479 1,593,734

たな卸資産（千円） 39,280,293 63,961,355 74,748,451

有利子負債残高（千円）(A） 35,834,000 59,452,895 64,828,884

総資産額（千円）(B） 48,704,103 78,213,017 81,780,111

有利子負債依存度（％）(A）／(B） 73.6 76.0 79.3

(4）瑕疵担保責任について

　当社は独自に「標準仕様書」「品質管理基準」「アフターサービス基準」を定め、設計段階から建設工事・竣

工に至る各過程での重要なポイントを各現場で検査・確認し、高品質な住宅づくりに努めております。

　またアフターサービスの充実においてはリビング・サービス・システム（L.S.S.）を構築し、建物竣工後1ヶ月

間当社専任スタッフがマンションに常駐し、入居されたお客様からのご要望、各種手直し、修繕などスピーディ

な対応を行っております。

　しかしながら、建物竣工後、ある一定期間内において、設計・施工上の問題等に起因する瑕疵など、不具合が

生じた場合には、間接的な損害を含め、不具合が原因で生じた損害に対する責任として、損害賠償等による費用

が発生する可能性があります。その場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

２． 不動産業界について

法的規制について

不動産取引については、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都市計画法」など

の法的規制があります。当社は宅地建物取引業者としてこれらの規制を受けており、「宅地建物取引業法」に基

づく免許を受け、事業を展開しております。また、平成15年２月には、「不動産特定共同事業法」に基づく不動

産特定共同事業の認可も受けております。　　　　　　　　　

今後、これらの法的規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合等においては、当社事業に影響を及ぼす可

能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループの状況 

 　

注１．中国名称：北京首倫房地産開発有限公司

　　　平成19年11月２日に開示しました通り、中国北京市馬頭庄地区における不動産分譲事業の合弁会社を設立し、

　　　当社は資本金の30%を出資したため、当中間期より持分法適用関連会社としました。 

注２．エコロジー・アセットマネジメント（株）につきましては、平成19年12月26日に開示しました通り、解散・清算

　　　をいたします。清算終了時期につきましては平成20年12月までと予定しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 (1）会社の経営の基本方針

当社グループは基本理念である『Partner for Life、お客様との一生涯のお付き合い』を実現すべく「外断熱と

L.S.S.で幾世代の生活を守り続けるエコロジーマンション　シェルゼ」を主力商品として、他社との差別化を図り

安定的な企業成長を続けていくことを経営目標としております。

この経営目標を実現するための基本方針は以下のとおりです。

①　住宅系不動産業を中核とし、少数精鋭にて、高い収益率を生み出すプロ集団を目指す。

②　お客様からの高い評価、信頼を得るために、常に新しいものへチャレンジする企業として「挑戦」と「対応」

をキーワードに、常にお客様のニーズを先取りし、柔軟に対応していく。

③　高い収益、安定した収益を確保するために、お客様ニーズを先取りをしたマーケティングを実現し、これに付

加価値に加えていく発想・アイデアを生み出していく。 

近年、環境・建築・安全に対するお客様の関心が高まりを見せる中、当社グループは「リビング・サービス・シ

ステム」を通して、お客さまのあらゆるニーズに真摯に応え、コミュニティ支援も行っていくことで真に満足戴け

るマンションライフを提供して参ります。そのために「外断熱とL.S.S.で幾世代の生活を守り続けるエコロジーマ

ンション　シェルゼ」を主力商品として、他社とは差別化した健康・快適・省エネで資産価値の維持が図れる、外

断熱工法を採用した分譲マンションの供給拡大に積極的に取り組んでまいります。

 

（2） 目標とする経営指標

　今期は平成17年12月発表の中期３ヵ年経営計画の最終年度でありましたが、その結果としては売上高は計画の

500億円より約95億円上回り約595億円、　経常利益は計画時33億円より約16億円下回り約17億円となりました。 

当社グループを取り巻く環境は急激に変化し、特に不動産マーケットは厳しくなっていると言えます。こうした中、

当社は平成19年9月に開示いたしました新・中期経営計画の初年度にあたる第41期（平成21年７月期）において、

当初計画 売上高650億円、経常利益42億円（連結）を目標としておりましたが、土地の評価や事業そのものを厳格

に見直し、一方で有利子負債の削減を優先課題とすることで着実な成長シナリオを実践すべく41期においては売上

高660億円、経常利益10億円（連結）を目標といたします。

※ 平成19年9月に開示いたしました新・中期経営計画41期から43期につきましては本年中に「（仮称）修正・新・

中期経営計画」として発表を予定しております。

 

（3） 中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは引き続き「物造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマンションをその価値に見合っ

た価格にて供給する少数精鋭の総合デベロッパーを目指す。」を基本理念として、株式会社明豊エンタープライズ

は外断熱工法を採用した分譲マンション「シェルゼ」に特化し、将来的に、「シェルゼ」を年間1,000戸供給完売す

る体制の確立を図ってまいります。特にL.S.S.を確立し、コミュニティ支援も充実していくことで他社との差別化

を図っていけるものと確信しております。また株式会社明豊コーポレーションは引き続き共同分譲事業の推進や仲

介・コンサルによるフィービジネスの拡大、外断熱賃貸マンションの開発を推進し、株式会社明豊プロパティーズ

はプロパティマネージメント業務の受託増加やFIX-ed30の推進により、不動産賃貸事業を拡大してまいります。こ

れらを総合的に推進していくことでグループの相乗効果を図り、企業価値の向上に向けて取り組んでまいります。

　　

 

(4）会社の対処すべき課題

　不動産業界を取り巻く環境は、不動産投資市場におきましては、サブプライム問題の影響などにより一部の機関

投資家や投資ファンドにおいては投資を控え、またマンション分譲市場におきましても、初月契約率の低下ととも

に販売在庫が増加傾向となり、市場環境は急速に悪化しております。

このような環境認識に基づき、当社グループでは急速な拡大路線を見直し、今後懸念される不動産業界の環境変化

に柔軟に対応し他社とは差別化した「外断熱とL.S.S.で幾世代の生活を守り続けるエコロジーマンション　シェル

ゼ」、賃貸における「FIX-ed30」システムを軸にすえ継続的かつ安定的な利益成長を実現すべく対応してまいりま

す。また、資産の売却等を積極的に行い、資金の早期回収による有利子負債の大幅な削減を図ることにより、財務

体質の改善を進めていくとともに仲介・コンサルによるフィービジネスの拡大を図ってまいります。また内部統制

の構築、コンプライアンスの遵守を徹底し、社会に対する企業責任を果たしてまいります。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況　

      当社の内部統制システムの構築ならびに内部統制システムの体制整備についての概要は、以下のとおりでありま

　　 す。 　

① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役は、取締役会を通じて、相互に他の取締役の業務執行の監督を行っている。また、監査役は、取締役会にお

ける意見陳述や、監査役会規程および監査計画に基づき実施する監査を通じて、取締役の職務執行が法令・定款を

遵守して行なわれているかの適法性チェックを行っている。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役会、経営会議等の重要な会議での意思決定に関する記録や、その他取締役の職務の執行に係る重要

な文書や情報を、法令や社内規程に従って適切に保存・管理し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行ってい

る。また、意思決定を書面にて行った場合は、稟議規程に定める作成手順と保存方法により管理している。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有しており、これに従い、社長直轄の内部　

監査室、管理本部に法務事項を統括する法務部を設置し、法令遵守に関する指導や損失リスクを未然に回避する

チェックを担当させております。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、

迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとどめる体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

毎月１回取締役会を開催し、法令および取締役会規程に定める重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を　

行います。また、職務執行上の意思決定機関として経営会議を設置することで、取締役会の機能を監督機能に 

重点化させ、職務執行の効率化と取締役会のチェック機能を強化している。経営会議は、取締役、常勤監査

役および部長相当以上の役職者で構成、週１回開催し、重要事項を審議・検討のうえ職務執行上の意思決定を機

動的に行うとともに、情報の共有化を図っている。

⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を整備し、各役職者の権限および責任の明確化を図り、適法・適

正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築している。

また、当社は社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、

定款および社内規程の遵守状況、職務執行の手続きおよび内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社

長および監査役に対し、その結果を報告する。さらに、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の

改善履行状況についても、フォローアップを実施する。

⑥ 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情報は随時当社の経営会議に報告され、

その経営にかかる重要な意思決定には当社の意思が反映される体制となっている。また、当社の監査役によ

る監査ならびに内部監査室による定期的な内部監査は子会社もその対象としており、それぞれ監査の結果は当社

の取締役会ならびに監査役会に報告される体制とする。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、当社の規模から、当面、監査役の職務を補助すべき使用人を置かない。ただし、内部監査室は、監査役か

ら調査の委嘱を受け監査役の職務を補助するものとし、さらに監査役が必要とした場合、監査役と協議のうえ

合理的な範囲で専任の使用人を配置しその職務を補助させることとする。なお、当該使用人の任命・異動等に関

しては監査役会の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が

　 実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、法令、監査役会規程および監査役監査基準に則り、取締役の職務執行の監査を実施する。

監査の実効性を確保し、監査役への適正な報告を確保するため、監査役は取締役会への出席の他、経営会議に出

席し、経営上の重要情報について適時報告を受け、意見陳述できる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書

等の社内文書についてはその判断に基づき随時閲覧でき、必要な場合には取締役および使用人に説明を求める権

限を持つ。

また、監査役は内部監査室と情報を共有し、会計監査人と連携して、さらに社内の組織を利用して、取締役およ

び使用人の業務の適法性・妥当性につき効率よく調査を行える体制とする。

使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。

  イ. 当社に著しい損害をおよぼすおそれがある事実

  ロ. 重大な法令または定款違反事実

また内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況は以下のとおりであります。

当社は、法務部を中心に、インサイダー取引の禁止に関する社内周知の徹底、発注契約管理規定ならびに内部通報　

制度に関する規定類を新規に制定する等、時代の求めに応じた内部管理体制の確立を目指しており、社員教育もこのこ

とを念頭に置き実施しております。これらを通じてコンプライアンスの強化・徹底を図っていくことで、内部管理体制

のさらなる充実に引き続き努める所存であります。

 （６）その他、会社の経営上の重要な事項

 　　　　特記すべき事項はございません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年７月31日）
当連結会計年度

（平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   5,698,091   470,286  

２．売掛金   112,533   178,441  

３．たな卸資産 ※2,4  63,961,355   74,748,450  

４．繰延税金資産   69,694   220,664  

５．その他   3,490,953   1,839,362  

貸倒引当金   △2,271   △2,868  

流動資産合計   73,330,356 93.8  77,454,337 94.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物 ※2 1,718,677   478,183   

減価償却累計額  158,118 1,560,559  87,779 390,403  

(2）車両運搬具  20,974   20,974   

減価償却累計額  10,338 10,636  13,731 7,243  

(3) 土地 ※2,4  1,357,374   584,043  

(4) その他 ※２ 72,867   89,386   

減価償却累計額  43,146 29,720  55,293 34,092  

有形固定資産合計   2,958,291 3.8  1,015,783 1.2

２．無形固定資産   68,417 0.1  50,652 0.1

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※1,2  939,208   1,084,614  

(2）長期貸付金   ―   520,000  

(3）繰延税金資産   665   265,107  

(4) その他   928,669   1,401,614  

貸倒引当金   △12,590   △12,000  

投資その他の資産合計   1,855,953 2.3  3,259,337 4.0

固定資産合計   4,882,661 6.2  4,325,773 5.3

資産合計   78,213,017 100.0  81,780,110 100.0
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前連結会計年度

（平成19年７月31日）
当連結会計年度

（平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   1,664,801   1,115,617  

２．短期借入金 ※２  6,969,000   25,755,496  

３．1年以内返済予定の長期借入
金

※２  20,743,948   15,902,394  

４．未払法人税等   900,254   167,107  

　 ５．未払消費税等   17,257   5,117  

６．その他   3,849,630   2,004,318  

流動負債合計   34,144,891 43.7  44,950,052 55.0

Ⅱ　固定負債        

１.  社債   100,000   100,000  

２．長期借入金 ※2,3  31,639,947   23,170,992  

３. 繰延税金負債   2,247   ―  

４．その他   946,444   799,950  

固定負債合計   32,688,638 41.8  24,070,943 29.4

負債合計   66,833,530 85.5  69,020,996 84.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   1,681,636 2.1  2,286,636 2.8

２．資本剰余金   1,871,626 2.4  2,476,626 3.0

３．利益剰余金   7,739,030 9.9  7,986,836 9.8

４．自己株式   △380 △0.0  △472 △0.0

株主資本合計   11,291,911 14.4  12,749,626 15.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   36,004 0.0  △53,535 △0.1

繰延ヘッジ損益　   ― ―  △3,910 △0.0

為替換算調整勘定   ― ―  8,666 0.0

評価・換算差額等合計   36,004 0.0  △48,780 △0.1

Ⅲ　新株予約権   51,570 0.1  58,268 0.1

純資産合計   11,379,486 14.5  12,759,114 15.6

負債純資産合計   78,213,017 100.0  81,780,110 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   41,926,543 100.0  59,585,272 100.0

Ⅱ　売上原価   33,014,081 78.7  51,417,103 86.3

売上総利益   8,912,462 21.3  8,168,169 13.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  3,802,225 9.1  4,635,312 7.8

営業利益   5,110,236 12.2  3,532,856 5.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  13,783   107,811   

２．受取配当金  6,225   12,727   

３．解約違約金収入  17,729   ―   

４．匿名組合投資利益  499,314   ―   

５．持分法による投資利益  ―   65,440   

６．その他  26,700 563,753 1.4 49,388 235,367 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  1,268,479   1,593,733   

２．支払手数料  1,039,651   427,498   

３．持分法による投資損失  18,598   ―   

４．その他  1,703 2,328,433 5.6 7,189 2,028,421 3.4

経常利益   3,345,555 8.0  1,739,802 2.9

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※2 ―   482,680   

２．新株予約権戻入益  ―   3,398   

３．役員退職慰労引当金戻入益  729 729 0.0 ― 486,079 0.8

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※3 9,260   1,681   

２．固定資産除却損 ※4 1,296   534,493   

３．投資有価証券評価損  ―   458,809   

４. たな卸資産評価損  ―   284,370   

５．前期損益修正損 ※5 34,512 45,069 0.1 ― 1,279,354 2.1

税金等調整前当期純利益   3,301,216 7.9  946,527 1.6

法人税、住民税及び事業税  1,421,785   886,367   

法人税等調整額  15,298 1,437,084 3.5 △361,487 524,879 0.9

当期純利益   1,864,131 4.4  421,647 0.7
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(3）連結株主資本等変動計算書

 　前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７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７月31日　残高（千円） 1,681,258 1,871,248 6,046,032 △380 9,598,159

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 377 377   754

剰余金の配当   △171,134  △171,134

当期純利益   1,864,131  1,864,131

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計（千円） 377 377 1,692,997  1,693,751

平成19年７月31日　残高　（千円）　 1,681,636 1,871,626 7,739,030 △380 11,291,911

評価・換算差額等

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計 新株予約権
純資産合計

平成18年７月31日　残高 （千円） 47,659 47,659  9,645,819

連結会計年度中の変動額   

新株の発行    754

剰余金の配当    △171,134

当期純利益    1,864,131

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額(純額) △11,655 △11,655 51,570 39,915

連結会計年度中の変動額合計（千円） △11,655 △11,655 51,570 1,733,666

平成19年７月31日　残高（千円） 36,004 36,004 51,570 11,379,486
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 　当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７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19年７月31日　残高（千円） 1,681,636 1,871,626 7,739,030 △380 11,291,911

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 605,000 605,000   1,210,000

剰余金の配当   △256,824  △256,824

当期純利益   421,647  421,647

自己株式の取得    △91 △91

持分法適用会社減少に伴う増加高   82,982  82,982

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計（千円） 605,000 605,000 247,805 △91 1,457,714

平成20年７月31日　残高　（千円）　 2,286,636 2,476,626 7,986,836 △472 12,749,626

評価・換算差額等

その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整

評価・換算差額

等合計 新株予約権
純資産合計

平成19年７月31日　残高 （千円） 36,004 ― ― 36,004 51,570 11,379,486

連結会計年度中の変動額     

新株の発行      1,210,000

剰余金の配当      △256,824

当期純利益      421,647

自己株式の取得      △91

持分法適用会社減少に伴う増加高      82,982

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変

動額(純額) △89,539 △3,910 8,666 △84,784 6,697 △78,086

連結会計年度中の変動額合計（千円） △89,539 △3,910 8,666 △84,784 6,697 1,379,627

平成20年７月31日　残高（千円） △53,535 △3,910 8,666 △48,780 58,268 12,759,114
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  3,301,216 946,527

減価償却費  83,647 93,518

貸倒引当金の増減額  △626 596

役員賞与引当金の増減額  △32,500 ―

役員退職慰労引当金の増減額  △59,913 ―

受取利息及び受取配当金  △20,008 △120,539

支払利息  1,268,479 1,593,733

持分法による投資損益  18,598 △65,440

固定資産売却益  ― △482,680

固定資産売却損  9,260 1,681

固定資産除却損  1,296 534,493

投資有価証券評価損  ― 458,809

売上債権の増減額  575,472 △65,908

たな卸資産の増加額  △24,622,964 △10,337,373

仕入債務の増減額  576,070 △549,183

前受金の増減額  2,539,142 △2,546,528

その他  △78,601 1,479,351

小計  △16,441,430 △9,058,943

利息及び配当金の受取額  20,008 88,451

利息の支払額  △1,225,084 △1,476,248

法人税等の支払額  △1,110,273 △1,623,232

営業活動によるキャッシュ・フロー  △18,756,779 △12,069,973
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前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  △319,632 △627,036

投資有価証券の売却等による収入  756,835 ―

関係会社株式の取得による支出  △70,000 △60,000

関係会社への出資による支出  ― △578,328

有形・無形固定資産の売却による収
入

 10,299 1,752,331

有形・無形固定資産の取得による支
出

 △2,125,582 △220,936

貸付による支出  △696,000 △425,000

貸付金の回収による収入  360,000 601,000

その他  △283,358 △2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,367,438 439,310

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  3,553,000 18,786,496

長期借入れによる収入  44,165,300 21,226,000

長期借入金の返済による支出  △24,199,404 △34,536,508

株式の発行による収入  754 1,210,000

社債の発行による収入  100,000 ―

配当金の支払額  △170,613 △257,039

自己株式の取得による支出  ― △91

財務活動によるキャッシュ・フロー  23,449,036 6,428,856

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  2,324,819 △5,201,805

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,347,271 5,672,091

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,672,091 470,286
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(5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

㈱明豊プロパティーズ

㈱明豊コーポレーション

　同左

 

 

 

２．持分法の適用に関す

る事項

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております。

 持分法を適用した関連会社数　２社

 会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント㈱

㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉

　すべての関連会社を持分法適用の対象　

　としております。

 持分法を適用した関連会社数　２社

会社等の名称

エコロジー・アセットマネジメント㈱

北京首倫不動産開発有限公司

　㈲シーエーエム・フォー武蔵小杉につ

いては平成19年８月31日に出資を解消し

たことに伴い、当連結会計年度から持分

法適用の範囲から除外しております。

　北京首倫不動産開発有限公司について

は平成19年11月2日に出資したことに伴

い、当連結会計年度から持分法適用の範

囲に含めております。

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。

同左

４．会計処理基準に関す

る事項

  

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法

その他有価証券

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）

①　有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　

 　　　　　　　　　同左

時価のないもの

　　     移動平均法による原価法によって

         おります。

時価のないもの

　　     移動平均法による原価法によって

         おります。

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

②　たな卸資産

販売用不動産、仕掛不動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　 定率法

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除く）

     については定額法によっております。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～50年

 　　　　車両運搬具　　　　　６年

　　 (会計方針の変更）

　　　　当連結会計年度から、平成19年度の

①　有形固定資産

　　 定率法

       ただし、平成10年４月１日以降に

     取得した建物（建物付属設備を除く）

     については定額法によっております。

 　　　なお、主な耐用年数は次の通りであ

　　 ります。

 　　　　建物及び構築物　７～50年

 　　　　車両運搬具　　　　　６年

　　（追加情報）

　当連結会計年度から、平成19年度
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

　　　法人税法等の改正に伴い、平成19年４

　　　月１日以降に取得した減価償却資産に

　　　ついては、改正後の法人税法等に基づ

　　　く方法に変更しております。

　　　なお、この変更による当連結会計年度

　　　の損益に与える影響は軽微でありま　

　　　す。

の法人税法等の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した減価償却

資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し減価

償却費に含めて計上しております。

　これによる当連結会計年度の損益

に与える影響は軽微であります。

②　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処

理方法

①　株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

①　株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 　当連結会計年度から「繰延資産の会計処理

　に関する当面の取扱い」（企業会計委員会

　平成18年８月11日実務対応報告第19号）を

　適用しております。これによる損益に与え

　る影響はありません。

 　

 ②　社債発行費等

支出時に全額費用処理しております。

②　社債発行費等

　　　　　　―

(4）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

別の回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　役員退職慰労引当金

 　　　　―

（追加情報）

　当社及び連結子会社である株式会社明

豊プロパティーズは、いずれも平成18年

10月27日の株主総会の承認を得て、平成

18年７月末までの在任期間に対応する役

員退職慰労金の支給を行い、役員退職慰

労金制度の廃止を行いました。

②　　　　　　　―

 　　　

(5）重要なリース取引

の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

(6）重要なヘッジ会計

の方法

① ヘッジ会計の方法

　当連結会計年度においては、特例処理の

要件を満たしている金利スワップのみがヘッ

ジ会計の対象であり、この金利スワップに

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

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、

金利スワップについて特例処理の条件を充た

している場合には特例処理を採用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであ

ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ  

ヘッジ対象……借入金利息  

③ ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を

定めた内部規程に基づき金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

－ 20 －



項目
前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

④ ヘッジ有効性評価の方法

　当連結会計年度においては、特例処理に

よっている金利スワップのみであり、これ

については有効性の評価を省略しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率によって有効性

を評価しております。ただし、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。

(7）その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方

式を採用しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費税は、

一括して投資その他の資産の「その他」に計

上して５年間均等償却し、販売費及び一般管

理費に計上しております。

 消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

　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的な投資で

あります。

同左

(7）表示方法の変更

                   前連結会計年度

               （自　平成18年８月１日

　             　至　平成19年７月31日） 

                   当連結会計年度

               （自　平成19年８月１日

　             　至　平成20年７月31日） 

 　（連結損益計算書関係）

 前連結会計年度まで区分掲記されておりました「新株

　発行費」は当連結会計年度より「株式交付費」として表

示することとなっておりますが、「株式交付費」（当期２

千円）は営業外費用の100分の10以下であるため当連結会

計年度においては営業外費用の「その他」に含めておりま

す。    

 （連結損益計算書関係）

　前連結会計年度まで区分掲記されておりました「解約違

約金収入」（当連結会計年度11,565千円）は営業外収益の

100分の10以下であるため当連結会計年度においては営業

外収益の「その他」に含めております。
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(8）連結財務諸表に関する注記事項

　a 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

　　に関する注記事項等

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年７月31日）

当連結会計年度
（平成20年７月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式） 133,975千円

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。

投資有価証券（株式） 262,124千円

投資その他の資産 590,231千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1)担保に供している資産 

たな卸資産 55,526,779千円

建物及び構築物    1,386,370千円

土地      1,171,133千円

有形固定資産その他　　　

　　　（工具器具備品）

       26,446千円

計  58,110,730千円

たな卸資産     73,018,788千円

建物及び構築物 308,418千円

土地       383,675千円

有形固定資産その他　　　

　　　（工具器具備品）

17,451千円

投資有価証券       463,484千円

計 74,191,818千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金 4,325,000千円

１年以内返済予定の長期

借入金
16,363,948千円

長期借入金    31,639,947千円

計 52,328,895千円

短期借入金     24,565,496千円

１年以内返済予定の長期

借入金
  15,902,394千円

長期借入金    23,170,992千円

計 63,638,883千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

額は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

     1,000,000千円

借入実行残額       800,000 千円

差引金額   200,000 千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

額は次の通りであります。

貸出コミットメントライン

の総額

     1,000,000千円

借入実行残額      1,000,000千円

差引金額           －千円

 ※４　　　　　　　　　　―  ※４ 所有目的の変更により、従来、土地に計上してい　

た金額 365,309千円をたな卸資産に振替えておりま

す。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。

広告宣伝費      1,247,211千円

販売手数料        617,342千円

給与手当       553,572千円

貸倒引当金繰入額     995千円

広告宣伝費      1,708,682千円

販売手数料        732,624千円

給与手当        714,551千円

貸倒引当金繰入額     710千円

※２　

―

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

土地      208,964千円

建物及び構築物 273,716千円

  計        482,680千円

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ※３　固定資産売却損の内容は次の通りであります。

土地   5,664千円

建物及び構築物      3,596千円

  計    9,260千円

土地        795千円

建物及び構築物           886千円

  計        1,681千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次の通りであります。

有形固定資産その他　  　

（建物）

1,296千円

  計    1,296千円

建物及び構築物 534,493千円

  計        534,493千円

※５　前期損益修正損は過年度不動産分譲事業の精算額で

　　あります。　　

※５　　　　　　　　　　 ―
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式総数に関する事項

 

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　(注）1 8,556,900 4,100 ― 8,561,000

 　　　　合計 8,556,900 4,100 ― 8,561,000

 自己株式     

 　　普通株式　 200  　            　―  ― 200

 　　　　合計 200                  ― ― 200

 (注）１．当連結会計年度増加株数は新株予約権の行使によるものであります。　　

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

当連結会計

年度末残高

(千円）

前連結

会計年度末 

 当連結会計

年度増加

　当連結

会計年度減少

　当連結

会計年度末
 

 提出会社

（親会社）

平成18年ストック

オプションとして

の新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― 51,570

 　　　　　　　合計 ― ― ― ― ― 51,570

 (注）平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成18年10月27日

　定時株主総会
普通株式 171,134 20 平成18年７月31日 平成18年10月30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 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成19年10月26日

　定時株主総会
普通株式 256,824 利益剰余金 30 平成19年７月31日 平成19年10月29日 
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 当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式総数に関する事項

 

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　(注）1 8,561,000 1,100,000 ― 9,661,000

 　　　　合計 8,561,000 1,100,000 ― 9,661,000

 自己株式     

 　　普通株式　 200 78 ― 278

 　　　　合計 200 78 ― 278

 (注）１．普通株式の当連結会計年度増加株式数1,100,000株は、第三者割当増資によるものであります。

　　２．自己株式の当連結会計年度増加株式数78株は、単元未満株式の買取によるものであります。　　　　　　　

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　　　 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

当連結会計

年度末残高

(千円）

前連結

会計年度末 

 当連結会計

年度増加

　当連結

会計年度減少

　当連結

会計年度末
 

 提出会社

（親会社）

平成18年ストック

オプションとして

の新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― 58,268

 　　　　　　　合計 ― ― ― ― ― 58,268

 ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成19年10月26日

　定時株主総会
普通株式 256,824 30 平成19年７月31日 平成19年10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 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

　平成20年10月24日

　定時株主総会
普通株式 96,607 利益剰余金 10 平成20年７月31日 平成20年10月27日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年７月31日現在） （平成20年７月31日現在）

現金及び預金勘定 5,698,091千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△26,000千円

現金及び現金同等物     5,672,091千円

現金及び預金勘定      470,286千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　―千円

現金及び現金同等物 470,286千円
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 b 有価証券関係

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

  前連結会計年度（平成19年７月31日） 当連結会計年度（平成20年７月31日）

  種類

連結貸借対照表

計上額

（千円） 

時価

(千円）

差額

(千円)

連結貸借対照表

計上額

（千円） 

時価

(千円）

差額

(千円)

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えるも

の

 (1)国債、地方債等 ― ― ― 10,004 10,005 1

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ―

 小計 ― ― ― 10,004 10,005 1

時価が連結貸

借対照表計上

額を超えない

もの

 (1)国債、地方債等 10,004 10,005 1 ― ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ―

 小計 10,004 10,005 1 ― ― ―

 合計 10,004 10,005 1 10,004 10,005 1

 

          ２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年７月31日） 当連結会計年度（平成20年７月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 68,265 174,469 106,203 8,301 15,988 7,688

(2) 債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 68,265 174,469 106,203 8,301 15,988 7,688

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 479,138 433,640 △45,498 690,689 592,738 △97,951

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 479,138 433,640 △45,498 690,689 592,738 △97,951

合計 547,404 608,109 60,705 698,991 608,726 △90,263

　（注）　当連結会計年度において、有価証券について 458,809千円（その他有価証券で時価のある株式 427,256千円

　　　　減損処理を行っております。

      　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

        行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

        ております。

 ３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（平成19年7月31日） 当連結会計年度（平成20年7月31日）

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）  

売却損の合計額

（千円） 

売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）  

売却損の合計額

（千円） 

756,835 499,314 ― ― ― ―

  （注）前連結会計年度の「売却益の合計額」は、匿名組合出資金の償還に伴う「匿名組合投資利益」であります。
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 　　　　　４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前連結会計年度（平成19年７月31日） 当連結会計年度（平成20年７月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 40,119 36,759

匿名組合出資金 252,018 20,000

投資法人の投資証券 147,000 167,000

 （注）匿名組合出資金のうち、前連結会計年度は、252,018千円は流動資産の「たな卸資産」に計上されており、当連結

会計年度は20,000千円は流動資産の「たな卸資産」に計上されております。

 　　　　　５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 前連結会計年度（平成19年７月31日） 当連結会計年度（平成20年７月31日）

 
１年以内

（千円） 

１年超

５年以内

（千円） 

５年超

10年以内

　（千円）  

10年超

（千円） 

１年以内

（千円） 

１年超

５年以内

（千円） 

５年超

10年以内

　（千円）  

10年超

（千円） 

 １．債券         

 (1)国債、地

　　方債等
― 10,004 ― ― ― 10,004 ― ―

 (2)社債 ― ― ― ― ― ― ― ―

 (3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 ２．その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

 合計 ― 10,004 ― ― ― 10,004 ― ―

 

　（開示の省略）

リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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 c セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
38,701,209 2,838,087 184,493 202,753 41,926,543 ― 41,926,543

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 36,779 61,674 98,454 (98,454) ―

計 38,701,209 2,838,087 221,272 264,428 42,024,997 (98,454) 41,926,543

営業費用 33,869,903 1,985,898 82,812 79,262 36,017,876 798,430 36,816,306

営業利益 4,831,305 852,189 138,460 185,165 6,007,120 (896,884) 5,110,236

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 72,944,725 2,627,550 14,451 14,424 75,601,151 2,611,866 78,213,017

減価償却費 37,123 29,853 362 98 67,438 16,209 83,647

資本的支出 11,139 2,093,095 295 73 2,104,604 20,977 2,125,582

当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

 
不動産分譲事
業（千円）

不動産賃貸事
業（千円）

不動産仲介事
業（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1)外部顧客に対する売上

高
55,675,743 3,751,540 92,003 65,985 59,585,272 ― 59,585,272

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 178,860 31,866 210,726 (210,726) ―

計 55,675,743 3,751,540 270,863 97,852 59,795,999 (210,726) 59,585,272

営業費用 52,689,065 2,293,997 1,418 30,368 55,014,849 1,037,566 56,052,416

営業利益 2,986,678 1,457,542 269,445 67,483 4,781,149 (1,248,293) 3,532,856

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 84,382,716 1,299,558 11,300 3,681 85,697,256 (3,917,146) 81,780,110

減価償却費 58,068 14,925 ― ― 72,993 20,524 93,518

資本的支出 183,431 35,142 ― 27 218,601 (35,625) 182,975

 （注）１. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　 ２. 各事業区分に属する主要な内容

　　　 　不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

　　　 　不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

　　　 　不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随し発生するマンション用地等の仲介事業。

　　　 　その他事業　　：上記事業に付随して発生する業務。　　　　

　  ３.営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

 　理部門に係る費用であります。

  　　 前連結会計年度　 1,234,182千円　　　　　　  当連結会計年度　1,586,445千円 

　  ４.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社本社での余資運用資金及び管理部門

に係る資産であります。

　　前連結会計年度　 2,861,099千円　　　　　　　当連結会計年度　3,729,002千円 
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【所在地別セグメント情報】

　　前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

　　当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】

　　前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。

　　当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。
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 d 関連当事者との取引

  前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ―  　―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
6,798 前受金 6,798

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　

 　子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

東京都

千代田区
3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

― ― ― ― ― 前渡金 1,200,000

  当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

梅木　隆宏

(当社代表取締

役社長梅木篤

郎の兄)

―　 ― 　―

 

　0.001%

 

　子会社

の専務執

行役員

―　
住宅の分譲

（注1）　
58,409 ―　 ―

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ― ―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
66,659 ― ―

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　
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 e １株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

１株当たり純資産額      1,323.23円

１株当たり当期純利益金額        217.80円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
       217.75円

１株当たり純資産額 1,314.69円

１株当たり当期純利益金額 46.28円

潜在株式調整後１株あたり当期純利益は、希薄化効果を

有している潜在株式がないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,864,131 421,647

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―　

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,864,131 421,647

期中平均株式数（株） 8,558,771 9,109,215

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 1,964 (―)

（うちストックオプションに係る潜在株式） (1,964) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

― 平成18年ストックオプション

新株予約権１種類（新株予約権

の数1,646個）

 f 重要な後発事象

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

　　　　　　　　　　　　　― 　　　　　　　　　　　　　―
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 d 関連当事者との取引

  前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ―  　―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
6,798 前受金 6,798

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　

 　子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

東京都

千代田区
3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

― ― ― ― ― 前渡金 1,200,000

  当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

梅木　隆宏

(当社代表取締

役社長梅木篤

郎の兄)

―　 ― 　―

 

　0.001%

 

　子会社

の専務執

行役員

―　
住宅の分譲

（注1）　
58,409 ―　 ―

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ― ―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
66,659 ― ―

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年７月31日）

当事業年度

（平成20年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  5,422,880 309,913

２．売掛金  95,829 141,697

３．販売用不動産 ※１ 1,683,499 25,402,433

４．仕掛不動産 ※1,6 48,717,102 31,566,711

５．匿名組合出資金 ※４ 335,000 20,000

６．貯蔵品  593 1,742

７．前渡金 ※５ 1,200,000 230,713

８．前払費用  1,123,672 437,098

９．繰延税金資産  53,247 166,647

10．未収入金  11,993 426,662

11. 短期貸付金 ※５ 5,697,000 6,043,000

12．その他  472,802 430,001

流動資産合計  64,813,622 92.1 65,176,621 94.1

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物 ※1 1,514,756 369,468

減価償却累計額  62,261 1,452,494 64,626 304,841

(2)構築物 ※1 19,947 19,947

減価償却累計額  3,027 16,919 5,008 14,939

(3)車両運搬具  15,740 15,740

減価償却累計額  6,355 9,384 9,349 6,390

(4)工具器具備品 ※1 72,013 72,253

減価償却累計額  35,390 36,622 45,687 26,565

(5)土地 ※1,6 1,278,112 499,280

(6)建設仮勘定  － 2,282

有形固定資産合計  2,793,534 4.0 854,300 1.2

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア  19,163 12,649

(2）その他  1,738 1,738

無形固定資産合計  20,902 0.0 14,387 0.0

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  795,228 812,486

(2）関係会社株式  263,551 323,551

(3）関係会社出資金  － 578,328

(4) 長期貸付金  － 425,000

(5) 従業員長期貸付金  － 9,866

(6）関係会社長期貸付金  1,400,000 600,000

(7) 繰越税金資産  23,237 266,181

(8) その他  259,404 219,744

貸倒引当金  △12,000 △12,000

投資その他の資産合計  2,729,422 3.9 3,223,158 4.7

固定資産合計  5,543,858 7.9 4,091,846 5.9

資産合計  70,357,481 100.0 69,268,467 100.0
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前事業年度

（平成19年７月31日）

当事業年度

（平成20年７月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  1,638,486 1,060,082

２．短期借入金 ※1,5 6,669,000 26,511,496

３．１年以内返済予定の長期

    借入金
※１ 18,416,000 12,753,800

４．未払金  303,551 248,253

５．未払費用  72,288 224,254

６．未払法人税等  688,000 17,176

７．前受金  3,114,641 447,336

８．預り金  15,918 555,678

９.その他  208,261 3,421

流動負債合計  31,126,148 44.2 41,821,499 60.4

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※1,2 28,681,300 15,847,125

２．預り保証金  144,383 38,264

固定負債合計  28,825,683 41.0 15,885,389 22.9

負債合計  59,951,831 85.2 57,706,888 83.3

  

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  1,681,636 2.4 2,286,636 3.3

２．資本剰余金  

（1）資本準備金  1,871,626 2,476,626

　　　資本剰余金合計  1,871,626 2.7 2,476,626 3.6

３.利益剰余金  

（1）利益準備金  19,287 19,287

（2）その他利益剰余金　  

　  別途積立金  1,800,000 1,900,000

繰越利益剰余金  4,945,905 4,875,771

利益剰余金合計  6,765,192 9.6 6,795,058 9.8

４．自己株式  △380 △0.0 △472 △0.0

株主資本合計  10,318,074 14.7 11,557,848 16.7

Ⅱ　評価・換算差額等  

1.その他有価証券評価差額金  36,004 △53,535

2.繰延ヘッジ損益 ― △1,002

　　　評価・換算差額等合計  36,004 0.0 △54,538 △0.1

Ⅲ　新株予約権  51,570 0.1 58,268 0.1

　　純資産合計  10,405,649 14.8 11,561,578 16.7

負債純資産合計  70,357,481 100 69,268,467 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１．不動産販売高  36,286,189   50,722,732   

２．不動産賃貸収益  774,136   1,611,268   

３．不動産仲介収益  53,540   －   

４．その他収益  97,384 37,211,251 100.0 19,047 52,353,047 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．不動産販売原価  29,065,283   44,912,870   

２．不動産賃貸原価  227,157   519,539   

３．不動産仲介原価  20,000 29,312,441 78.8 － 45,432,410 86.8

売上総利益   7,898,810 21.2  6,920,637 13.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  3,563,571 9.5  4,314,307 8.2

営業利益   4,335,238 11.7  2,606,330 5.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※１ 95,406   239,679   

２．受取配当金  6,098   12,727   

３．解約違約金収入  17,729   11,565   

４．保険金収入  8,840   －   

５. 匿名組合投資利益  499,314   －   

６．その他  15,943 643,333 1.7 35,636 299,610 0.6

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  1,152,612   1,345,675   

２．支払手数料  989,328   355,184   

３. その他  44 2,141,985 5.8 7,179 1,708,039 3.3

経常利益   2,836,586 7.6  1,197,901 2.3

Ⅵ　特別利益        

１．役員退職慰労引当金戻入
益

 729   －   

２. 新株予約権戻入益  －   3,398   

３．固定資産売却益 　※３ － 729 0.0 478,179 481,578 0.9
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前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※４ 9,260   －   

２．固定資産除却損 ※５ 1,296   534,493   

３．前期損益修正損  ※６ 34,512   －   

４. 投資有価証券評価損  －   458,809   

５．たな卸資産評価損  － 45,069 0.1 103,944 1,097,247 2.1

税引前当期純利益   2,792,247 7.5  582,232 1.1

法人税、住民税及び事業
税

 1,186,365   589,769   

法人税等調整額  19,162 1,205,527 3.2 △294,226 295,543 0.6

当期純利益   1,586,719 4.3  286,689 0.5
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売上原価明細書

不動産販売原価

  
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

土地代  16,889,760 58.1 25,850,988 57.6

建物代  12,175,522 41.9 19,061,882 42.4

計  29,065,283 100.0 44,912,870 100.0
  

不動産賃貸原価

  
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

業務委託費  136,781 60.2 289,555 55.7

修繕費  1,510 0.7 24,378 4.7

減価償却費  10,451 4.6 18,955 3.7

租税公課  44,011 19.4 95,601 18.4

その他経費  34,404 15.1 91,047 17.5

計  227,157 100.0 519,539 100.0
  

不動産仲介原価

  
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

仲介手数料  20,000 100.0 ― ―

計  20,000 100.0 ― ―
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(3）株主資本等変動計算書

　前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

 株主資本

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 
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７月31日

 残高（千円）

       

1,681,258 1,871,248 1,871,248 19,287 1,700,000 3,630,320 5,349,607

 事業年度中の変動額        

 新株の発行 377 377 377     

 剰余金の配当      △171,134 △171,134

 役員賞与の支給        

 利益処分による

 別途積立金
    100,000 △100,000  

 当期純利益      1,586,719 1,586,719

 株主資本以外の項目の事業

 年度中の変動額 (純額）
       

 事業年度中の変動額合計

（千円）
377 377 377  100,000 1,315,585 1,415,585

 平成19年７月31日残高

 （千円）
1,681,636 1,871,626 1,871,626 19,287 1,800,000 4,945,905 6,765,192

        

 

株主資本　 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計
　自己株式

株主資本

合計　

その他有価

証券評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年７月31日残高

（千円）
△380 8,901,734 47,659 47,659 ― 8,949,393

 事業年度中の変動額       

 新株の発行  754    754

 剰余金の配当  △171,134    △171,134

 役員賞与の支給       

 利益処分による別途積立金       

 当期純利益  1,586,719    1,586,719

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額）
  △11,655 △11,655 51,570 39,915

 事業年度中の変動額合計

（千円）
 1,416,339 △11,655 △11,655 51,570 1,456,255

 平成19年７月31日残高

（千円）
△380 10,318,074 36,004 36,004 51,570 10,405,649
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　当事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

 株主資本

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 
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７月31日残高

 （千円）

       

1,681,636 1,871,626 1,871,626 19,287 1,800,000 4,945,905 6,765,192

 事業年度中の変動額        

 新株の発行 605,000 605,000 605,000    1,210,000

 剰余金の配当      △256,824 △256,824

 別途積立金     100,000 △100,000  

 当期純利益      286,689 286,689

 自己株式の取得        

 株主資本以外の

項目の事業年度中

の変動額 (純額）

       

 事業年度中の変動額合計

（千円）
605,000 605,000 605,000 ― 100,000 △70,134 29,865

 平成20年７月31日残高（千円） 2,286,636 2,476,626 2,476,626 19,287 1,900,000 4,875,771 6,795,058
        

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
　自己株式

株主資本

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７月31日残高

（千円）
△380 10,318,074 36,004 ― 36,004 51,570 10,405,649

 事業年度中の変動額        

 新株の発行  1,210,000     1,210,000

 剰余金の配当  △256,824     △256,824

 別途積立金       ―

 当期純利益  286,689     286,689

 自己株式の取得 △91 △91     △91

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額）
  △89,539 △1,002 △90,542 6,697 △83,844

 事業年度中の変動額合計

（千円）
△91 1,239,773 △89,539 △1,002 △90,542 6,697 1,155,929

 平成20年７月31日残高

（千円）
△472 11,557,848 △53,535 △1,002 △54,538 58,268 11,561,578
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1)子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　　同左

 　　

時価のないもの

  移動平均法による原価法によっ

ております。

時価のないもの

  移動平均法による原価法によっ

ております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価

方法

販売用不動産、仕掛不動産

個別法による原価法

販売用不動産、仕掛不動産

同左

貯蔵品

移動平均法による原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法　

 　ただし、平成10年４月１日以降に

　取得した建物（建物付属設備を除

　く）については定額法によっており

　ます。

   なお、主な耐用年数は次の通りで

　あります。

 　　　建物　　　　　７～50年

       構築物　　　　15～20年

       車両運搬具　　 　　6年

       工具器具備品　 2～15年

 　（会計方針の変更）

　　　当事業年度から、平成19年度の

　　法人税法等の改正に伴い、平成19

　　年４月１日以降に取得した減価償

　　却資産については、改正後の法人

　　税法等に基づく方法に変更してお

　　ります。

　　　なお、この変更による当事業年

　　度の損益に与える影響は軽微であ

　　ります。　

(1）有形固定資産

　定率法　

 　ただし、平成10年４月１日以降に

　取得した建物（建物付属設備を除

　く）については定額法によっており

　ます。

   なお、主な耐用年数は次の通りで

　あります。

 　　　建物　　　　　７～50年

       構築物　　　　15～20年

       車両運搬具　　 　　6年

       工具器具備品　 2～15年

 　（追加情報）

　当事業年度から、平成19年度の法

人税法等の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した減価償却資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し減価償却費に含め

て計上しております。

　　これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

　当事業年度から「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業

会計委員会平成18年８月１１日実務

対応報告第19号）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ございません。　

株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

　　　　　　

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別の回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

 ―

（追加情報）

　当社は、平成18年10月27日の株主

総会の承認を得て平成18年7月末ま

での在任期間に対応する役員退職慰

労金の支給を行い、役員退職慰労金

制度の廃止を行いました。

 

 

 

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　当事業年度においては、特例処理

の要件を満たしている金利スワップ

のみがヘッジ会計の対象であり、こ

の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

　　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについて特例処理

の条件を充たしている場合には特例処

理を採用しております。　

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

通りであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ  

ヘッジ対象……借入金利息  

(3）ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規

程等を定めた内部規程に基づき金利

変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

(3）ヘッジ方針

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　当事業年度においては、特例処理

によっている金利スワップのみであ

り、これについては有効性の評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。た

だし、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。　

８．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式を採用しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外

消費税は、一括して投資その他の資

産の「その他」に計上して５年間均

等償却し、販売費及び一般管理費に

計上しております。

消費税等の会計処理

同左

(7) 表示方法の変更

                   　前事業年度

               （自　平成18年８月１日

　             　至　平成19年７月31日） 

                   　当事業年度

               （自　平成19年８月１日

　             　至　平成20年７月31日） 

　（損益計算書関係）

　前事業年度まで区分掲記されておりました「新株発行

費」は、当事業年度より「株式交付費」として表示するこ

ととなっておりますが「株式交付費」（当期２千円）は営

業外費用の100分の10以下であるため当事業年度において

は営業外費用の「その他」に含めております。     

（損益計算書関係）

　前事業年度まで区分掲記されておりました「保険金収

入」（当期1,569千円）は当事業年度より営業外収益の「そ

の他」に含めております。

　前事業年度まで区分掲記されておりました「解約違約金

収入」（当期11,565千円)は営業外収益の100分の10以下で

あるため当事業年度においては営業外収益の「その他」に

含めております。
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 d 関連当事者との取引

  前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ―  　―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
6,798 前受金 6,798

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　

 　子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈲シー

エーエ

ム・

フォー

武蔵小杉

東京都

千代田区
3,000

不動産投資を

目的とした匿

名組合の営業

者

― ― ― ― ― 前渡金 1,200,000

  当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　役員及び主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要個人株主

及び役員の近

親者

梅木　隆宏

(当社代表取締

役社長梅木篤

郎の兄)

―　 ― 　―

 

　0.001%

 

　子会社

の専務執

行役員

―　
住宅の分譲

（注1）　
58,409 ―　 ―

主要個人株主

及び役員の近

親者

高島　雅順

(当社代表取締

役会長高島勝

宏の次男)

― ― ―

 

　　―

 

 ― ― 
住宅の分譲

（注1）
66,659 ― ―

 （注）1.　住宅の分譲価格については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。　
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(8) 注記事項

 a （貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年７月31日）

当事業年度
（平成20年７月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

仕掛不動産   44,559,398千円

建物  1,369,451千円

構築物       16,919千円

工具器具備品     26,446千円

土地 1,171,133千円

計 47,143,349千円

仕掛不動産 30,602,335千円

販売用不動産 25,294,414千円

建物  244,05千円

工具器具備品     17,451千円

土地   289,066千円

投資有価証券  463,484千円

計 56,910,857千円

(2)上記に対応する債務 (2)上記に対応する債務

短期借入金   4,025,000千円

１年以内返済予定の長期借入金  13,980,000千円

長期借入金   26,235,300千円

計  44,240,300千円

短期借入金 24,565,496千円

１年以内返済予定の長期

借入金
10,162,800千円

長期借入金 15,847,125千円

計 50,575,421千円

※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残額は

次の通りであります。

貸出コミットメントラインの総

額

   1,000,000千円

借入金実行残額      800,000千円

差引金額      200,000千円

※２．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と

貸出コミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末の借入未実行残額は

次の通りであります。

貸出コミットメントラインの総

額

1,000,000千円

借入金実行残額  1,000,000千円

差引金額 ― 千円

３．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。

３．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）

㈱明豊プロパティーズ 300,000千円

㈱明豊コーポレーション  　 5,286,595千円 

（保証先） （金額）

㈱明豊プロパティーズ 701,587千円

㈱明豊コーポレーション  　  9,770,875千円 

※４．匿名組合出資金

　不動産分譲事業の開発において特別目的会社

（SPC）を活用した用地取得スキームにかかる匿名組

合出資金であります。

※４．匿名組合出資金

　　　　　　　　　　　　同左

 

 

※５．関係会社項目

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資産は次

の通りであります。 

※５．関係会社項目

区分掲記されたもの以外の関係会社に対する資産及び

負債は次の通りであります。 

前渡金   1,200,000千円

短期貸付金 5,196,000千円

短期貸付金 6,043,000千円

短期借入金 756,000千円

※６． 所有目的変更により、従来、土地に計上していた

 金額 365,309千円をたな卸資産に振替えております。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日）

※１．関係会社との取引

　　受取利息　　　　　　　　　 94,206千円

※１．関係会社との取引

　　受取利息　　　　　　　　 138,607千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合54％、

　　一般管理費に属する費用のおおよその割合は

　　46％であります。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合56％、

　　一般管理費に属する費用のおおよその割合は

　　44％であります。

　主要な費目及び金額は次の通りであります。

役員報酬   138,002千円

給料手当    312,856千円

販売手数料      635,342千円

広告宣伝費    1,285,831千円

租税公課     277,216千円

減価償却費    56,959千円

支払手数料     409,574千円

役員報酬    104,602千円

給料手当 354,358千円

販売手数料  732,624千円

広告宣伝費  1,694,590千円

租税公課 367,594千円

減価償却費   56,092千円

支払手数料   478,268千円

※３.　　　　　　　　　　―　 ※３　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

土地  204,463千円

建物 273,049千円

構築物 666千円

  計 478,179千円

※４．固定資産売却損の内訳は次の通りであります。

土地     5,664 千円

建物     3,596 千円

計     9,260 千円

※４．　　　　　　　　　―

※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

建物   1,296千円

計    1,296千円

 ※６　前期損益修正損は過年度不動産分譲事業の精算

　　　額であります。

建物     534,493千円

計   534,493千円

 ※６　　　　　　　　　　―
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（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（自　平成18年８月1日　至　平成19年７月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

 自己株式     

　　普通株式 200 ― ― 200

　　合計 200 ― ― 200

 当事業年度（自　平成19年８月1日　至　平成20年７月31日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

 自己株式     

　　普通株式 200 78 ― 278

　　合計 200 78 ― 278

 (注）１．自己株式の当期増加株式数78株は、単元未満株式の買取によるものであります。　　　　

 

　（開示の省略）

リース取引、有価証券、税効果会計、1株当たり情報、重要な後発事象に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

６．その他
(1）役員の異動

 　役員の異動はございません。

(2）その他

 　該当事項はございません。
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