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1.  20年9月期の業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 15,330 24.8 3,931 △34.2 2,766 △42.5 1,550 △42.9

19年9月期 12,281 29.7 5,970 62.2 4,812 62.7 2,715 66.4

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9月期 5,814.65 ― 9.9 4.9 25.6
19年9月期 10,559.71 ― 22.0 9.8 48.6

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  ―百万円 19年9月期  ―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9月期 55,205 15,959 28.9 60,310.17
19年9月期 57,844 15,322 26.5 57,213.11

（参考） 自己資本   20年9月期  15,959百万円 19年9月期  15,322百万円

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9月期 2,470 △282 △2,503 8,166
19年9月期 △7,097 △2,354 13,304 8,481

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
純資産配当

率（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9月期 ― ― ― 2,100.00 2,100.00 562 19.9 4.4
20年9月期 ― 500.00 ― 1,500.00 2,000.00 530 34.4 3.4

21年9月期 
（予想）

― ― ― 900.00 900.00 ――― 21.4 ―――

（注）20年9月期期末配当金の内訳 記念配当 ― 円 ― 銭

3.  21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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）

 

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 12,462 103.8 2,369 37.9 1,764 54.9 643 △2.7 2,431.98
通期 24,424 59.3 3,331 △15.3 2,177 △21.3 1,111 △28.3 4,201.93
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 

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9月期  267,808株 19年9月期  267,808株

② 期末自己株式数 20年9月期  3,185株 19年9月期  ―株
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 a．当期の経営成績

  当事業年度におけるわが国経済は、原油高による原材料費の高騰、サブプライムローン問題に端を発したグローバ

ル金融市場の混迷、急激な円高等により景気の先行きに対する不透明感が増してまいりました。

　当社の属する不動産業界におきましては、ビル市場は、堅調であった都心部のオフィス需要も景気の先行き懸念か

ら停滞感が見られるようになりました。住宅市場は、改正建築基準法の影響による着工戸数の減少、建築費の高騰に

より上昇した販売価格に対する買い控え現象等により需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、グローバル金融市場での信用収縮を背景として、海外の投資資金が国外に流出し始めるとともに、

資金の出し手が減少しております。

　このような事業環境下、販売用不動産の売却活動を行うとともに、当社は創業以来変わらない「美しく安全で長期

にわたり社会を支える街創り」を事業運営の理念とし、新築工事やリニューアル工事により取得済物件への付加価値

創造を行いました。また、総合不動産業としての安定性と成長性を構築するため、安定収益の基盤となる賃貸部門の

育成に注力し、複数の新規オフィスビル等の建築を進め、既存物件のテナントリーシング業務の強化を行いました。

　以上の結果、当事業年度の経営成績としては、売上高15,330百万円（前期比24.8％増）、経常利益2,766百万円（同

42.5％減）、当期純利益1,550百万円（同42.9％減）となりました。

　当事業年度の事業部門別の経営成績は次のとおりであります。

　なお、設計建築事業は、近年内部成長を図るため外部からの外注業務に優先して経営資源を不動産投資事業・賃貸

事業の新築及びリニューアル工事に投入しており、同事業の会社の業績に占める割合が僅少となっていることに鑑み、

当事業年度より、設計建築事業を他の３事業に同事業のノウハウを提供する支援部門と明確に位置づけることとし、

同事業を業績の事業部門別開示の対象から除外しております。

 

 (不動産投資事業)

  新規開発物件・リニューアル工事の完了したビルのリーシング強化による稼働率の向上、賃料改定交渉等により賃

料収入が2,028百万円(前期比34.0％増)となりました。販売用不動産の売却収入は9,418百万円(同3.4％増)となりまし

たが、大型物件の売上計上時期が来期に持ち越すこととなった結果、売上高11,447百万円（前期比7.7％増）、売上総

利益3,673百万円（前期比45.4％減）となりました。

 

 (賃貸事業)

 前期末に竣工した日本橋室町プラザビル及びルネサンスプラザ福島が本格稼動するとともに、既存オフィスビルのテ

ナントリーシングの強化により、賃貸収入が順調に増加した結果、売上高2,331百万円（前期比49.5％増）、売上総利

益830百万円（前期比151.7％増）となりました。

 

(開発分譲事業)

　パークタワー横濱ポートサイド（共同事業)の引渡計上が順調に進んだ結果、売上高1,551百万円（前期比　　

4,340.4％増）、売上総利益444百万円（前期比1,325.2％増）となりました。

  b．次期の見通し

  今後の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的金融収縮の影響により欧米を始めとした景

気減速、急激な円高、株式市場の下落等により先行きは楽観できない状況にあります。

　当社の属する不動産業界につきましては、景気後退懸念から、堅調であった東京都心部のオフィスビルは賃料相場

の弱含みが懸念されます。また、金融機関の不動産融資に対する慎重姿勢は継続され、厳しい経営環境が続くものと

考えております。

　このような事業環境下、当社は不動産ポートフォリオの見直し(物件の入替）を適宜行い、自己資本比率の向上と有

利子負債の圧縮に注力してまいります。また、オフィスビルを中心とした賃料収入の維持強化に努め、安定収益の確

保に努めます。既に取得している物件については、質の高い新築工事・リニューアル工事により付加価値を高め、既

存物件については、建物の維持管理の質を更にアップし、テナントとのリレーションを深め稼働率の維持向上を図り

ます。また、リニューアル工事中の物件については、工事完了後早期の満室稼動を実現して物件の利回りを高めてい

く方針です。

　以上により、次期の業績につきましては、売上高24,424百万円（当期比59.3%増）、営業利益3,331百万円（当期比

15.3%減）、経常利益2,177百万円（当期比21.3%減）、当期純利益1,111百万円（当期比28.3%減）を見込んでおりま

す。
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(2）財政状態に関する分析

  a．資産、負債、純資産の状況に関する分析

  当事業年度末におきましては、総資産は、前事業年度末の57,844百万円から55,205百万円と2,639百万円減少しまし

た。これは主に、現金及び預金が316百万円及びたな卸資産が1,673百万円減少したことによるものです。

　総負債は、前事業年度末の42,522百万円から39,246百万円と3,276百万円減少しました。これは主に、不動産の売却

に伴う借入金の返済により短期借入金が187百万円、長期借入金（一年以内含む）が1,331百万円、社債（一年以内含

む）が70百万円減少したこと及び未払法人税等が1,427百万円減少したことによるものです。

　純資産は、前事業年度末の15,322百万円から15,959百万円と637百万円増加しました。これは主に、配当金696百万

円及び自己株式の取得199百万円が発生したものの、当期純利益1,550百万円を計上したことによるものです。

  b．キャッシュ・フローの状況に関する分析

  当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,470百万円の収入超過、

投資活動によるキャッシュ・フローが282百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが2,503百万円の支

出超過となったことにより、期首より315百万円減少し、8,166百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

 (a）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、2,470百万円の収入超過となりました。これは主に、支出項目として法人税

等の支払額2,426百万円があったものの、収入項目として税引前当期純利益2,658百万円及びたな卸資産の減少1,673百

万円があったことによるものです。

 (b）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、282百万円の支出超過となりました。これは主に、投資有価証券の売却によ

る収入55百万円及び有形固定資産の売却による収入210百万円があったものの、賃貸事業用の不動産を中心とした有形

固定資産の取得による支出549百万円があったことによるものです。

 (c）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、2,503百万円の支出超過となりました。これは主に、長期借入れによる収入

8,007百万円、社債の発行による収入1,028百万円があったものの、短期借入金の純減少額187百万円、長期借入金の返

済による支出9,338百万円、社債の償還による支出1,120百万円、配当金の支払額693百万円及び自己株式の取得による

支出199百万円があったことによるものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年9月期　

自己資本比率（％） 12.0 23.3 26.5 28.9

時価ベースの自己資本比率（％） 79.9 95.5 42.1 9.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － － 14.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 2.9

（注）１．指標の算出方法

自己資本比率 ： 自己資本／総資産　時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／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

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。なお、平成17年９月期の期末

株価は、株式分割による権利落後の株価であるため、期末発行済株式総数は株式分割後の数値に調整しており

ます。

３．平成17年９月期、平成18年９月期及び平成19年９月期においては、営業キャッシュ・フローがマイナスである

ため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算出しておりません。

４．平成17年９月期においては連結貸借対照表を作成しておりましたが、期間比較のため、各期の指標は個別財務

諸表の数値により算出しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主への利益還元を重要な経営課題のひとつとして認識し、経営体質を強化するために必要な内部留保と

成果配分とのバランスを勘案しながら業績に裏づけされた安定配当を継続していくことを基本方針としております。

　当期の剰余金配当につきましては、１株当たり2,000円（東京証券取引所市場第一部銘柄指定記念配当として中間配

当500円、期末配当として1,500円）とすることにいたしました。その結果、配当性向は34.4％となります。

　次期の剰余金配当につきましては、１株当たり900円（期末配当として900円）を予定しております。その結果、予

想配当性向は21.4％となります。

　内部留保資金につきましては、今後の事業拡大及び経営体質の強化に役立てる考えであります。

(4）事業等のリスク

　記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、決算発表日（平成20年11月10日）において当社が判断したものであ

ります。

(1）業界環境について

　当社が属する不動産業界は、景気動向、金利動向及び地価動向等の経済情勢の影響を受けやすく、当社において

もこれらの経済情勢の変化により各事業の業績は影響を受けます。地価下落の影響を受け、たな卸資産の評価損や

固定資産の減損が発生する可能性があります。

　

(2）主力事業について

 

平成19年９月期 平成20年９月期

売上高 売上総利益 売上高 売上総利益

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

設計建築事業 60,412 0.5 27,080 0.4 － － － －

賃貸事業 1,559,157 12.7 330,000 4.6 2,331,651 15.2 830,495 16.8

不動産投資事業 10,626,632 86.5 6,727,010 94.6 11,447,537 74.7 3,673,676 74.2

開発分譲事業 34,932 0.3 31,158 0.4 1,551,163 10.1 444,070 9.0

合計 12,281,135 100.0 7,115,250 100.0 15,330,352 100.0 4,948,243 100.0

 　当社の平成19年９月期及び平成20年９月期の事業の種類別セグメントにおける売上高及び売上総利益は上記のと

おりであり、不動産投資事業における売上高及び売上総利益の構成比率が高くなっております。当社は、投資対象

としての不動産需要の増加を背景に事業拡大を図ること及び総合不動産業としての安定性と成長性を確立するため

に、平成19年９月期より不動産投資事業及び賃貸事業を中心に経営資源を投入していく方針としております。賃貸

事業は、新築工事やリニューアル工事のスピードアップを図り、賃料改定やテナントリーシング業務を強化するこ

とで、プロフィットセンターとなるよう育成を優先課題としております。しかしながら、不動産投資事業における

物件売却が当社の想定通り進まなかった場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3）物件の引渡時期等による業績の変動について

　不動産投資事業及び開発分譲事業における物件の販売については、顧客への引渡しをもって売上計上しておりま

す。現在、当社においては、各期において引渡しとなる物件数が多くないこと、また、販売価格が多額であること

から、引渡し時期及び規模により、当社の上期及び下期又は四半期毎の業績は大きく変動する可能性があります。
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(4）賃貸不動産の稼働状況について

　当社は、賃貸事業において当社が所有する賃貸不動産からの賃貸収入、オーナーから管理業務を受託している賃

貸不動産の業務受託収入を売上計上しております。また、不動産投資事業においては、売却目的で取得又は開発し

た賃貸不動産からの賃貸収入を売上計上しております。

　これらの賃貸収入及び業務受託収入は、テナント又は入居者の信用力の低下による賃料の支払の延滞、賃料の減

額要求による賃料の値下げ、退去による空室率の上昇により減少する可能性があり、また不動産投資事業において

売却目的で保有する賃貸不動産については、賃貸収入の減少による販売価格の低下が当社の経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(5）用地等の仕入れについて

　当社は、用地及び物件の情報を不動産業者、金融機関等のルートから入手しております。当社はこれらのルート

からの情報に対し、社内の設計部門を活用すること等により事業収支計画の策定及び売主に対する価格提示を迅速

に行い、回答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、当不動産業界に共通する問題である不動産市況の変化、用地等の取得競争の激化等により不動産業者等か

らの優良な情報が減少した場合、又は、優良な土地を仕入れることが困難となった場合には、当社の経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、用地取得に際し、土壌汚染・地中埋設物・地盤沈下等による建築スケジュールや物件の収益性へ

の影響を排除するために、地歴調査を必須とし、売買契約書において土壌汚染対策費用を売主負担としております。

これらの施策にもかかわらず、万一、土壌汚染問題等が発生した場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(6）販売用不動産等について

　当社の平成20年９月期末における販売用不動産及び仕掛販売用不動産の総資産に占める割合は53.4％と在庫リス

クが高くなっております。

　当社は、優良オフィスビル等の取得に注力はしているものの、販売までの間の当該物件に対する顧客及びテナン

トの需要動向の変化、景気動向、金利動向及び地価動向等の変化により、賃料水準の低下、空室率の上昇、計画ど

おりの販売が困難となった場合、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7）建築工事等について

　当社は、建築工事、リニューアル工事を建設会社に外注しております。外注先は品質、建築工期及びコスト等を

勘案して決定しており、特定の外注先に依存しておりません。

　当社は、品質維持及び工期の遅延防止のため、当社の建築設計部の人員により現場視察を行い、外注先との定例

会議を毎週開催し施工図及び工期スケジュール等の確認を行っております。しかしながら、工事中の事故、外注先

の倒産や請負契約の不履行、その他予期せぬ事象が発生した場合、工事の中止又は遅延、建築コストの上昇等によ

り、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）物件の販売方法について

　当社は、不動産投資事業及び開発分譲事業の物件のうち金額が比較的多額となるものについては、不動産私募ファ

ンドや上場不動産投資法人（リート）等に対し当社が直接販売活動を行う場合がありますが、比較的少額なもの及

び開発分譲事業の分譲物件等の同時に大量販売が必要な物件の販売業務については、不動産業者等に委託しており

ます。

　販売業務の委託先は物件ごとに異なり、特定の業者に依存しておりません。しかしながら、当社がテナント及び

入居者、販売先の需要に即した物件を供給出来なかった場合、販売の不振や販売価格の低下等により当社の経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(9）有利子負債依存度について

　当社は、用地及び物件の取得資金、建築資金等を主に借入金等の有利子負債で賄っていることから、当社の有利

子負債残高の総資産額に占める割合は平成19年９月期：65.0％、平成20年９月期：65.2％となっております。

　今後においては、ポートフォリオの見直しにより有利子負債の圧縮に努めますが、今後の金利変動により、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 平成19年９月期 平成20年９月期

有利子負債残高　（千円） 37,581,113 35,992,158

総資産　　　　　（千円） 57,844,845 55,205,700

有利子負債依存度 65.0％ 65.2％

　（注）有利子負債は、短期借入金、１年以内返済予定長期借入金、１年以内償還予定社債、長期借入金及び社債

を含んでおります。

(10）財務制限条項について

　当社の平成20年９月期末時点の借入金のうち、シンジケートローン9件12,350百万円については、①各中間決算期

末ないし年度決算期末の貸借対照表における純資産を一定水準以上（直前決算期末等と比較して75%又は80%）に維

持すること、②中間決算又は年度決算の損益計算書において営業損失ないし経常損失を計上しないこと等の財務制

限条項が付されております。これらの条項に抵触した場合、各項の変更につき金融機関と新たな合意がなされなけ

れば、当社は、期限の利益を喪失し、該当する借入先に対し借入金を一括返済することとなっており、当社の資金

繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

(11）資金調達等について

　用地及び物件の取得資金、建築資金等の資金調達にあたっては、特定の金融機関に依存することなく、案件ごと

に金融機関に融資を打診し、融資実行を受けた後に各プロジェクトを進行させております。しかしながら、何等か

の理由により計画どおりの資金調達が不調に終わった場合、事業着手時期の遅延等、当社の事業展開に影響を及ぼ

す可能性があります。

　また、有利子負債の返済原資は主に取得した物件の売却代金としており、物件の売却時期が計画から遅延した場

合、又は、売却金額が当社の想定を下回った場合には、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

(12）法的規制・許認可等の取得状況

　当社の属する不動産業界は、「宅地建物取引業法」、「都市計画法」、「建築基準法」、「建設業法」、「借地

借家法」等による法的規制を受けております。今後、これらの法的規制等の改正が行われた場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。

　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。当社は、当該許認可及び

登録の諸条件や関係法令の遵守に努めており、現時点において、宅地建物取引業法第５条・第66条等、建設業法第

29条等及び建築士法第23条の４・第26条等に定める許認可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、万一法令違反等により、当該許認可及び登録が取り消された場合には、当社の

事業運営に支障をきたし、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

①　宅地建物取引業法免許

［当社］番号：東京都知事(7）第46428号

有効期間：平成19年12月14日から平成24年12月13日まで

②　特定建設業許可

［当社］番号：東京都知事　許可（特－18）第84034号

有効期間：平成18年９月14日から平成23年９月13日まで

③　一級建築士事務所登録

［当社］番号：東京都知事登録第28931号

有効期間：平20年４月16日から平成25年４月16日まで

7



(13）訴訟等の可能性について

　当社は、決算発表日（平成20年11月10日）において当社の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある訴訟が提

起されている事実はありません。しかしながら、当社が建築請負又は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、受託する賃貸マンション等の居住者又はテナントによる賃料不払い発生等、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、これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

(14）当社社長への依存について

　当社代表取締役社長である亀井正通は自らが情報収集を行うほか、最高経営責任者として経営戦略・事業戦略の

決定及び事業推進において重要な役割を担っております。当社は、同氏に過度に依存しないよう、経営体制を強化

し、経営リスクの軽減を図っておりますが、同氏が長期に亘り不在となった場合、又は、何等かの理由により同氏

が当社の経営者としての職務を執行することができなくなった場合には、当社の今後の事業推進に影響を及ぼす可

能性があります。

(15）小規模組織であることについて

　当社の組織は、平成20年10月31日現在、取締役６名、監査役３名、従業員18名と小規模であります。

　そのため、現在在籍する役職員の当社の業務遂行への貢献度は大きいものと認識しており、これらの在籍する役

職員が社外に流出した場合、当社の事業運営及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

(16）顧客情報管理について

　当社は、当社が管理業務を受託している賃貸マンション等のオーナー、テナント及び入居者、用地及び物件の売

主等の個人情報を有しております。当社は、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに個人情報の

紛失、漏えい、破壊、改ざん等を防止するため、適切な安全管理対策を行なうとともに、必要な是正措置を講じま

す。

　当社が認識している限り、これまでにおいて顧客等の個人情報が外部に流出した事実はありません。しかしなが

ら、今後、上記施策にもかかわらず、個人情報の漏洩や不正使用等の事態が発生した場合、当社の信用の低下、経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(17）災害の発生及び地域偏在について

　地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災が発生した場合、当社が所有する不動産の

価値が大きく毀損する可能性があり、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社が保有する不動

産は、経済規模や投資家需要の趣向等を考慮に入れ、東京を中心とする首都圏所在の比率が高い状況にあり、当該

地域における地震その他の災害、地域経済の悪化等により、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(18）構造計算書等の偽造について

　当社は、各事業において建物の新築工事を行う場合、当社業務マニュアルに基づき、建築確認の申請時に必要な

構造計算書等の作成業務を当社が信頼できる建築設計事務所や大手建設会社等へ外注しており、今後建築確認申請

を必要とする大規模改修工事を行う場合についても同様に行うこととしております。さらに、施工上の品質管理に

ついても発注先の建設会社任せにすることなく、当社建築設計部を中心として役職員自らが工事中現場において鉄

筋・鉄骨・コンクリートの検査を行うなど品質管理を徹底しております。また、これまでに取得している不動産に

ついては、建物の構造に関わる問題はないものと認識しており、今後取得する不動産についても、当社建築設計部

を中心として調査を行い問題がないことを確認することとしております。しかしながら、構造計算書の偽造等、建

物の構造に関わる問題が万一発生した場合、当社の事業運営、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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２．企業集団の状況
 当社は、「美しく安全で長期にわたり社会を支える街づくり」を事業運営の理念に、「都市にヨーロッパの光と風」を

デザインコンセプトに据えて、不動産に係る開発、売買、賃貸、建設、設計・施工監理、及びこれらに関する調査・企

画並びにコンサルティングを主たる業務として、以下のとおり、不動産投資事業、賃貸事業及び開発分譲事業を展開し

ております。

　設計建築事業は、近年内部成長を図るため外部からの外注業務に優先して経営資源を不動産投資事業・賃貸事業の新

築及びリニューアル工事に投入しており、同事業の会社の業績に占める割合が僅少となっていることに鑑み、当事業年

度より、設計建築事業を他の３事業に同事業のノウハウを提供する支援部門と明確に位置づけることとし、同事業を業

績の事業部門別開示の対象から除外しております。

　なお、当社は関連会社や親会社等を有していないため、「関係会社の状況」等については記載しておりません。

（1）不動産投資事業（オフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業）

　当社における収益の大きな柱である事業用不動産及び不動産関連資産への投資事業であります。

　投資期間は概ね３～５年を目途とし、保有期間の賃料収入を享受すると同時に適切なタイミングで売却を図る事

業です。新規に用地を取得して美しく快適なオフィスビル等を建築すること及び既存オフィスビル等を取得して適

正なコストで美しい建物に創り上げることにより、不動産の価値の最大化を目指してまいります。

（2）賃貸事業（不動産賃貸事業、アセットマネジメント業務受託事業）

　当社における収益の安定的基盤を支える不動産賃貸事業及びアセットマネジメント業務受託事業であります。

　不動産賃貸事業においては、優良な事業用不動産のストックを積み上げることにより、市況の変動を受けにくい

収益基盤の確立を行ってまいります。

　アセットマネジメント業務受託事業においては、不動産所有者の方には安定した収益と所有する誇りをお持ちい

ただけるように、また居住者の方にはお住まいいただくことに、利用者の方にはご利用いただくことに、それぞれ

満足を享受していただけるように、ゆとりのある空間を提供するなど、ホスピタリティ「おもてなしの心」を持っ

て、賃貸業務や建物管理業務等の提供を行っております。

（3）開発分譲事業（マンション・戸建等の開発販売事業）

　不動産投資事業に加えて、当社における更なる柱となるマンション・戸建等の開発販売事業であります。

　設計建築事業での約１００棟もの供給実績を活かし、マンションでは「ラナイヘリテイジ」シリーズ、戸建では

「ハオス」シリーズを中心に美しく堅牢な２１世紀のスタンダードとなる住宅開発を行い、一般顧客向けの分譲及

び投資家向けの一棟売り等の販売手法にて事業展開を行っております。

［事業系統図］

 

　（注）各事業におけるリニューアル工事や新築工事、また賃貸・売買仲介等の業務は、施工会社や仲介会社等へ外注し

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

 当社は、「①美しい建物と街創りを通して美しい国を作る気概をもって事業に当たる②透明性の高い経営を目指し不

正を行わない③時代に合わせ変化する能力を養いスピーディな経営を目指す④事業の選択と集中により圧倒的なナン

バーワンを目指す⑤社内協調と競争の協働により一人当たり生産性において業界ナンバーワンを目指す」を経営理念

として、主力事業である不動産投資事業を中心に高品質・高付加価値な不動産事業を展開しております。

(2）目標とする経営指標

 当社は、株主価値の持続的な向上を重要な経営課題と位置付け、株主資本利益率（ＲＯＥ）等の指標を考慮しながら

経営を行っております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

東京都心部のオフィスビル市場は景気後退により、賃料も軟調に推移するものと予想されます。 

当社はこのような環境下、賃貸事業と不動産投資事業を中核事業として取り組んでまいります。取得した物件に当社

の専門性及び創造性により付加価値を高めるとともに、保有不動産の見直しを適宜行い、高利回りの不動産ポートフォ

リオの構築を図ります。

　また、総合不動産業としての安定性と成長性を確立するために、東京都心部を中心とした優良なオフィスビルのス

トックを積上げ、賃料収入の増大を図ってまいります。美しいデザインと確かな機能性を併せ持つ建物づくりを行い、

建物の維持管理の質をアップすることで不動産投資事業の賃貸収入と賃貸事業の賃貸収入を強力なプロフィットセン

ターに育成してまいります。

　なお、住宅の開発分譲市場は、用地費・建築費の高騰などから販売価格が上昇し、顧客の物件選別化傾向が顕著と

なり、完成在庫の増加傾向は継続すると予想されます。このような環境化においては、当社は引き続き慎重な姿勢を

崩さず、マーケットの変化を注視しながら開発分譲事業（マンション・戸建等の開発販売事業）を積極化する時期を

探っていく方針です。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は喫緊の課題として、保有物件の入れ替え等により自己資本比率の向上と有利子負債の圧縮を行います。次に

既稼働物件については稼働率の維持向上による賃料収入のアップを図り、現在開発中の物件については、より市場ニー

ズに合致した建物を早期に完成させることとします。

　また、当社は建物創りに対して最優先に力を注いでまいりましたが、さらに今後100年のスパンにおいても、当社が

企画開発を行った建物が市場価値を失うことなく輝き続けるよう、当社のスタンダードをさらに進化させ、建物創り

に注力してまいる所存です。

　こうした建物創りに対する情熱をベースに、当社の強みである匠の技を活かしたデザイン力に一層の磨きをかけ、

他社との差別化を図ってまいります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30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   8,641,762   8,326,244  

２．営業未収入金   20,853   33,365  

３．有価証券   3,000   －  

４．販売用不動産 ※1,2  30,666,365   17,021,465  

５．仕掛販売用不動産 ※1,2  6,616,043   12,473,157  

６．貯蔵品   101   41  

７．前払費用   346,848   319,494  

８．繰延税金資産   117,008   13,636  

９．その他   350,342   45,601  

貸倒引当金   △78   △128  

流動資産合計   46,762,247 80.8  38,232,877 69.3

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※1,2 4,477,971   6,816,292   

減価償却累計額  207,809 4,270,161  277,013 6,539,278  

２．構築物 ※1,2 30,652   89,108   

減価償却累計額  583 30,068  2,634 86,474  

３．機械及び装置 ※1,2 49,330   13,460   

減価償却累計額  2,059 47,271  － 13,460  

４．車両運搬具  32,854   32,854   

減価償却累計額  23,732 9,121  26,572 6,281  

５．工具器具及び備品
※２　
　

44,551   48,139   

減価償却累計額  16,279 28,271  26,617 21,522  

６．土地 ※1,2  3,598,679   8,464,401  

７．建設仮勘定 ※２  19,482   129,047  

有形固定資産合計   8,003,056 13.8  15,260,467 27.6
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産        

１．借地権 ※1,2  2,040,195   712,213  

２．ソフトウェア   8,542   7,095  

３．その他 ※２  3,067   3,478  

無形固定資産合計   2,051,805 3.6  722,787 1.3

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   56,500   11,500  

２．出資金   13,954   5,130  

３．差入敷金保証金   477,107   472,654  

４．長期前払費用   469,386   477,357  

５．繰延税金資産   6,039   17,995  

６．その他   5,497   5,681  

貸倒引当金   △750   △750  

投資その他の資産合計   1,027,734 1.8  989,568 1.8

固定資産合計   11,082,597 19.2  16,972,823 30.7

資産合計   57,844,845 100.0  55,205,700 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30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．営業未払金   152,321   95,411  

２．短期借入金 ※１  2,427,000   2,240,000  

３．１年以内返済予定長期借
入金

※１  8,716,120   10,355,448  

４．１年以内償還予定社債   1,042,500   1,009,500  

５．未払金   283,877   146,314  

６．未払費用   48,848   41,450  

７．未払法人税等   1,433,982   6,717  

８．前受金   390,124   303,750  

９．預り金   111,659   118,248  

10．賞与引当金   20,675   19,475  

流動負債合計   14,627,108 25.3  14,336,316 26.0

Ⅱ　固定負債        

１．社債   2,896,500   2,859,000  

２．長期借入金 ※１  22,498,993   19,528,209  

３．退職給付引当金   12,091   12,841  

４．受入敷金保証金   2,488,022   2,480,187  

５．その他   －   29,687  

固定負債合計   27,895,608 48.2  24,909,925 45.1

負債合計   42,522,717 73.5  39,246,242 71.1
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   4,969,192 8.6  4,969,192 9.0

２．資本剰余金        

資本準備金  5,099,179   5,099,179   

資本剰余金合計   5,099,179 8.8  5,099,179 9.2

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  5,840   5,840   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  1,155,000   1,155,000   

繰越利益剰余金  4,092,916   4,947,533   

利益剰余金合計   5,253,756 9.1  6,108,373 11.1

４．自己株式   －   △199,683 △0.4

株主資本合計   15,322,128 26.5  15,977,062 28.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

　繰延ヘッジ損益   －   △17,604  

評価・換算差額等合計   －   △17,604 △0.0

純資産合計   15,322,128 26.5  15,959,457 28.9

負債純資産合計   57,844,845 100.0  55,205,700 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30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．設計建築事業収益  60,412   －   

２．賃貸事業収益  1,559,157   2,331,651   

３．不動産投資事業収益  10,626,632   11,447,537   

４．開発分譲事業収益  34,932 12,281,135 100.0 1,551,163 15,330,352 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．設計建築事業原価  33,332   －   

２．賃貸事業原価  1,229,157   1,501,155   

３．不動産投資事業原価  3,899,621   7,773,861   

４．開発分譲事業原価  3,773 5,165,884 42.1 1,107,092 10,382,109 67.7

売上総利益   7,115,250 57.9  4,948,243 32.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  151,950   185,040   

２．給与手当  204,495   217,778   

３．雑給  20,766   19,421   

４．福利厚生費  35,581   39,792   

５．賞与引当金繰入額  18,023   17,059   

６．採用費  34,017   －   

７．地代家賃  134,660   127,303   

８．支払手数料  86,032   62,557   

９．租税公課  241,300   201,031   

10．減価償却費  17,263   24,155   

11．業務委託費  59,417   44,041   

12．その他  141,400 1,144,910 9.3 79,053 1,017,234 6.6

営業利益   5,970,340 48.6  3,931,008 25.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  7,440   18,244   

２．有価証券利息  162   162   

３．受取配当金  1,282   225   

４．雑収入  5,178 14,062 0.1 4,954 23,586 0.2
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  645,205   789,524   

２．社債利息  36,862   51,834   

３．株式交付費  23,613   －   

４．社債発行費  42,306   21,360   

５．調達手数料  377,688   293,137   

６．上場関連費用  12,090   －   

７．雑損失  33,888 1,171,655 9.5 32,454 1,188,311 7.8

経常利益   4,812,747 39.2  2,766,283 18.0

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  76 76 0.0 － －  

２．投資有価証券売却益  － －  5,000 5,000 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※１ 351   104,890   

２．固定資産除却損 ※２ 32,062   －   

３. 出資金清算損  － 32,413 0.3 7,975 112,865 0.7

税引前当期純利益   4,780,410 38.9  2,658,417 17.3

法人税、住民税及び事業
税

 2,090,070   1,004,000   

法人税等調整額  △25,152 2,064,918 16.8 103,499 1,107,499 7.2

当期純利益   2,715,491 22.1  1,550,918 10.1
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．設計建築事業原価      

労務費  － － － －

外注費  33,132 99.4 － －

経費  200 0.6 － －

合計  33,332 100.0 － －

２．賃貸事業原価      

業務委託費  74,834 6.1 61,041 4.1

賃借料  978,172 79.6 1,041,748 69.4

減価償却費  60,062 4.9 162,034 10.8

経費  116,087 9.4 236,331 15.7

合計  1,229,157 100.0 1,501,155 100.0

３．不動産投資事業原価      

物件仕入費  3,095,968 79.4 6,676,830 85.9

建築費及び改修費  261,085 6.7 266,155 3.4

経費  542,567 13.9 830,875 10.7

合計  3,899,621 100.0 7,773,861 100.0

４．開発分譲事業原価      

土地仕入費  － － 686,033 62.0

建築費  － － 378,770 34.2

経費  3,773 100.0 42,288 3.8

合計  3,773 100.0 1,107,092 100.0

　（注）設計建築事業原価、不動産投資事業原価及び開発分譲事業原価については、プロジェクト別の個別原価計算を採

用しております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９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 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９月30日残高（千円） 3,212,808 3,342,795 5,840 1,155,000 1,702,515 2,863,355 9,418,959 9,418,959

当事業年度中の変動額         

新株の発行 1,756,383 1,756,383     3,512,767 3,512,767

剰余金の配当     △325,090 △325,090 △325,090 △325,090

当期純利益     2,715,491 2,715,491 2,715,491 2,715,491

当事業年度中の変動額合計（千円） 1,756,383 1,756,383   2,390,400 2,390,400 5,903,168 5,903,168

平成19年９月30日残高（千円） 4,969,192 5,099,179 5,840 1,155,000 4,092,916 5,253,756 15,322,128 15,322,128

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

自己株式

 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年９月30日残高（千円） 4,969,192 5,099,179 5,840 1,155,000 4,092,916 5,253,756  15,322,128

当事業年度中の変動額         

新株の発行         

剰余金の配当     △696,300 △696,300  △696,300

当期純利益     1,550,918 1,550,918  1,550,918

自己株式の取得       △199,683 △199,683

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

        

当事業年度中の変動額合計（千円）     854,617 854,617 △199,683 654,934

平成20年９月30日残高 (千円) 4,969,192 5,099,179 5,840 1,155,000 4,947,533 6,108,373 △199,683 15,977,062

 　評価・換算差額等

純資産合計 
繰延ヘッジ

損益
評価・換算
差額合計 

平成19年９月30日残高(千円）   15,322,128

当事業年度中の変動額    

新株の発行    

剰余金の配当   △696,300

当期純利益   1,550,918

自己株式の取得   △199,683

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

△17,604 △17,604 △17,604

当事業年度中の変動額合計（千円） △17,604 △17,604 637,329

平成20年９月30日残高（千円） △17,604 △17,604 15,959,457
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30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    

税引前当期純利益  4,780,410 2,658,417

減価償却費  77,326 186,190

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △145 49

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 3,816 △1,199

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 3,251 749

受取利息及び受取配当金  △8,884 △18,631

支払利息  682,067 841,358

固定資産売却損  351 104,890

固定資産除却損  32,062 －

投資有価証券売却益  － △5,000

売上債権の増減額
（増加：△）

 17,896 △12,511

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △10,975,224 1,673,794

仕入債務の増減額
（減少：△）

 53,242 △56,910

その他  782,407 365,991

小計  △4,551,422 5,737,190

利息及び配当金の受取額  8,884 18,631

利息の支払額  △684,630 △858,347

法人税等の支払額  △1,870,669 △2,426,714

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,097,837 2,470,759
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30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    

定期預金の純増減額
（増加：△）

 40,000 －

有価証券の償還による収入  － 3,000

有形固定資産の取得による支出  △3,265,877 △549,982

有形固定資産の売却による収入  1,706 210,276

無形固定資産の取得による支出  △8,404 △923

投資有価証券の取得による支出  － △5,000

投資有価証券の売却による収入  － 55,000

匿名組合出資金の払戻による収入 ※２ 961,445 －

その他投資の取得による支出  △83,538 5,117

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,354,667 △282,511

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額
（減少：△）

 1,218,600 △187,000

長期借入による収入  18,113,872 8,007,000

長期借入金の返済による支出  △10,384,192 △9,338,455

社債の発行による収入  2,177,693 1,028,639

社債の償還による支出  △986,500 △1,120,500

新株発行による収入  3,489,153 －

配当金の支払額  △324,403 △693,766

自己株式の取得による支出  － △199,683

財務活動によるキャッシュ・フロー  13,304,223 △2,503,765

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 3,851,718 △315,517

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,630,044 8,481,762

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 8,481,762 8,166,244
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

 

 

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的債券

償却原価法

(1）満期保有目的債券

同左

 (2）その他有価証券

時価の無いもの

　　　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資(金融商品取

引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、匿名組合

の財産の持分相当額を「投資有価証

券」として計上しております。匿名組

合への出資時に「投資有価証券」を計

上し、匿名組合の営業により獲得した

損益の持分相当額については、「営業

損益」に計上するとともに同額を「投

資有価証券」に加減し、営業者からの

出資金（営業により獲得した損益の持

分相当額を含む）の払い戻しについて

は、「投資有価証券」を減額しており

ます。

(2）その他有価証券

時価の無いもの

　　　移動平均法による原価法

　

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

────── 　デリバティブ

時価法

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び建

築事業等支出金

個別法による原価法

販売用不動産及び仕掛販売用不動産

 

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物    　定額法

その他　　定率法

 なお、耐用年数及び残存価額について

は法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(1）有形固定資産

建物    　定額法

その他　　定率法

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　６～50年

その他　　　４～30年

　(追加情報）

　当事業年度より、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減

価償却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

却額に含めて計上しております。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用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

定額法

　　　　　　　同左

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

５．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

──────

 (2）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2）社債発行費

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理を採用し

ております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　 ヘッジ手段…同左

　　 ヘッジ対象…同左

 (3）ヘッジ方針

　金利リスク低減のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満

たしている場合は、有効性の判定を省略

しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定までの期

間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の

相場変動の類型を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しております。

　なお、金利スワップ等の特例処理を満

たしている場合は、有効性の判定を省略

しております。

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。　

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

９．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

　税抜方式によっております。控除対象

外消費税等については、販売費及び一般

管理費に計上しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費

税等は長期前払費用に計上し、5年間で

均等償却しております。

　消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（建物の減価償却方法の変更）

　従来、建物の減価償却方法については定率法（平成10年

4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）は定額

法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変

更しております。

　この変更は、当事業年度以降賃貸用建物の新築案件の竣

工が順次予定され、建物の減価償却費の金額的重要性が今

後高まること、また、建物の大部分を占める賃貸用建物に

ついては契約期間にわたって一定の収入が得られる反面、

定率法により算定される減価償却費は使用開始当初の負担

が大きく以後逓減していくため、損益が年次により偏る結

果となることから、より適正な期間損益の把握を目的に行

われたものであります。

　この変更に伴い、従来と同様の方法によった場合に比べ、

減価償却費が23,055千円減少し、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益が同額増加しております。

（改正法人税法による固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した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。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。

 

 

 

　　　　　　　　　　──────
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 （貸借対照表関係）

　前事業年度まで区分掲記していた「電話加入権」は、金

額が僅少であることに鑑み、当事業年度より無形固定資産

の「その他」に含めて表示することにすることとしました。

　なお、当事業年度の「電話加入権」は263千円でありま

す。

 （損益計算書関係）

　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に含

めていた「業務委託費」は、販売費及び一般管理費の合計

額の100分の5を超えたため、区分掲記することとしました。

　なお、前事業年度の「業務委託費」は31,282千円であり

ます。

 （貸借対照表関係）

　

 

　　　　　　　　　　──────

 

 　

 （損益計算書関係）

１．当社は、近年内部成長を図るため外部からの外注業

務に優先して経営資源を不動産投資事業・賃貸事業の新

築及びリニューアル工事に投入しており、設計建築事業

の会社の業績に占める割合が僅少となっていることに鑑

み、当事業年度より、設計建築事業を他の３事業に同事

業のノウハウを提供する支援部門と明確に位置づけるこ

ととし、同事業を業績の事業部門別開示の対象から除外

しております。

　これに伴い、従来より「設計建築事業収益」として計

上していたものについては「賃貸事業収益」及び「不動

産投資事業収益」として計上し、同じく「設計建築事業

原価」として計上していたものについては「賃貸事業原

価」及び「不動産投資事業原価」に含めて表示しており

ます。なお、前事業年度と同じ区分で表示した場合の当

事業年度の「設計建築事業収益」は87,010千円であり、

「設計建築事業原価」は65,634千円であります。

２．前事業年度まで販売費及び一般管理費の中で区分掲

記していた「採用費」は金額が僅少となったため、当事

業年度より販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しております。

  なお、当事業年度の「採用費」は5千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

販売用不動産 27,603,632千円

仕掛販売用不動産 6,108,700千円

建物 4,157,235千円

構築物 30,068千円

機械及び装置 47,271千円

土地 3,598,679千円

借地権 　1,908,513千円

合計 43,454,102千円

（上記に対応する債務）  

短期借入金 1,497,000千円

１年以内返済予定長期借入金 8,716,120千円

長期借入金 22,498,993千円

合計 32,712,113千円

販売用不動産 16,471,336千円

仕掛販売用不動産 11,136,171千円

建物 6,431,075千円

構築物 86,474千円

機械及び装置 13,460千円

土地 8,464,401千円

借地権 580,532千円

合計 43,183,451千円

（上記に対応する債務）  

短期借入金 1,220,000千円

１年以内返済予定長期借入金 10,189,448千円

長期借入金 19,277,209千円

合計 30,686,658千円

 

　──────

※２．資産の保有目的の変更

　従来、販売用不動産として保有していた賃貸物件の一

部について、賃貸事業用に保有目的を変更したため、下

記のとおり、固定資産に振替えております。

　建物 3,864,534千円　

　構築物 72,649千円　

　機械及び装置 13,460千円　

　工具器具及び備品 626千円　

　土地 6,686,701千円　

　建設仮勘定 7,367千円　

　借地権 262,678千円　

　無形固定資産「その他」 600千円　

　合計 10,908,618千円　

　また、従来、固定資産として保有していた賃貸物件と

開発用地の一部について、販売用に保有目的を変更した

ため、下記のとおり、販売用不動産及び仕掛販売用不動

産に振替えております。

　販売用不動産 3,061,455千円　

　仕掛販売用不動産　 1,730,842千円　

　合計 4,792,297千円　

25



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 228千円

工具器具及び備品 122千円

合計 351千円

※１．固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

土地

建物

49,483千円

55,407千円

合計 104,890千円

※２．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。  

 

　──────

建物 31,694千円

工具器具及び備品 　368千円

合計 32,062千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式数     

普通株式 120,404 147,404 － 267,808

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加は、平成19年２月22日付けの有償一般募集による新株発行13,500株及び平成

19年４月１日付けの株式分割（１：２）による133,904株によります。

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。

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

(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12月20日　　　

定時株主総会
普通株式 325,090 2,700 平成18年９月30日 平成18年12月21日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 562,396 2,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日
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当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
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）

発行済株式数     

普通株式 267,808 － － 267,808

　　合計 267,808 － － 267,808

自己株式     

普通株式　　(注)１ － 3,185 － 3,185

　　合計 － 3,185 － 3,185

　　(注)１．普通株式の自己株式の株式数増加3,185株は、取締役会決議による自己株式取得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

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
　普通株式 562,396 2,100 平成19年９月30日 平成19年12月21日

平成20年５月９日　　　

取締役会　　
普通株式 133,904 500 平成20年３月31日　 平成20年６月13日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年12月18日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 396,934 1,500 平成20年９月30日 平成20年12月19日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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９月30日現在） （平成20年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 8,641,762

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △160,000

現金及び現金同等物 8,481,762

 （千円）

現金及び預金勘定 8,326,244

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △160,000

現金及び現金同等物 8,166,244

※２　匿名組合出資金は、当社の貸借対照表上「投資有価

証券」として計上しております。

　──────

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　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

　リース取引の内容の重要性が乏しく、かつ、契約１件当

たりの金額が少額であるため、財務諸表等規則第８条の６

第６項の規定に従い、記載を省略しております。

　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

同左

（有価証券関係）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 前事業年度（平成19年９月30日） 当事業年度（平成20年９月30日）

 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券   

非上場社債 3,000 5,000

(2）その他有価証券   

　非上場株式 56,500 6,500

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前事業年度（平成19年９月30日） 当事業年度（平成20年９月30日）

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
１年以内（千円）

１年超５年以内
（千円）

債券     

社債 3,000 － － 5,000

合計 3,000 － － 5,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

(1）取引の内容及び利用目的

　当社は将来の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップを利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(1）取引の内容及び利用目的

　　同左

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満たすものにつ

いては、特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

③　ヘッジ方針

　金利リスク低減のため対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

③　ヘッジ方針

　同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップ等の特例処理の要件を満たしている場

合は有効性の判断を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の類型を比較し、

両者の変動額等を基礎にして判断しております。

　なお、金利スワップ等の特例処理を満たしている場

合は、有効性の判定を省略しております。

(2）取引に対する取組方針

　金利関連のデリバティブ取引は、将来の金利変動リス

クを回避する目的を達成する範囲で行う方針であり、投

機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

　　同左

(3）取引に係るリスクの内容

　金利関連のデリバティブ取引は、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。

　当社のデリバティブ取引の契約先は、国内大手銀行で

あり相手先の契約不履行等の信用リスクはほとんどない

と判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

　　同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　当社のリスク管理体制については、資金調達時に取締

役会の承認を得ており、取引の実行及び管理は管理部長

が中心となって、管理部で行っております。

(4）取引に係るリスク管理体制

　　同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　金利関連のデリバティブ取引はヘッジ会計の適用対象となっているため、開示対象となるデリバティブ取引

はありません。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　金利関連のデリバティブ取引はヘッジ会計の適用対象となっているため、開示対象となるデリバティブ取引

はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

　なお、当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法（自己都合退職による期末要支給額の100％を退職給

付債務とする方法）を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成19年９月30日現在）

当事業年度

（平成20年９月30日現在）

退職給付債務 △12,091千円 △12,841千円

退職給付引当金 △12,091千円 △12,841千円

３．退職給付費用に関する事項

 

前事業年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当事業年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

勤務費用 3,707千円 3,373千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますので、基礎事項等については記載して

おりません。

（ストック・オプション等関係）

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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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （千円）

賞与引当金損金算入限度超過額 8,414

未払事業税否認 108,561

退職給付引当金損金算入限度超過額 4,735

会員権評価損否認 834

その他 501

繰延税金資産の純額 123,047

 （千円）

賞与引当金 7,926

未払事業税 5,657

退職給付引当金 5,077

会員権評価損

繰延ヘッジ損益

834

　12,082

その他 52

繰延税金資産の純額 31,631

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

同族会社の留保金額に対する税額

その他 

2.4

0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2

　　　

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

　　担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下で

　　あるため、注記を省略しております。

（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

関連会社を有していないため、該当事項はありません。

 

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

関連会社を有していないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

該当事項はありません。

31



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 57,213.11円

１株当たり当期純利益金額 10,559.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。

１株当たり純資産額 60,310.17円

１株当たり当期純利益金額 5,814.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。

　当社は、平成19年４月１日付けで株式１株につき２株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 

　　　　　　　　　　──────

１株当たり純資産額 39,113.98円

１株当たり当期純利益金額 7,344.53円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
7,101.45円

　（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、以下のとおりで

あります。

 
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 2,715,491 1,550,918

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） 2,715,491 1,550,918

期中平均株式数（株） 257,156 266,726

   

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） － －

（うち新株予約権） － －

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17年12月20日開催定時株主総会

決議に基づく平成18年４月14日取締

役会決議による新株予約権

普通株式　　　7,560株

平成17年12月20日開催定時株主総会

決議に基づく平成18年４月14日取締

役会決議による新株予約権

普通株式　　　　　7,420株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 

　──────

 

（自己株式の取得）

　平成20年11月10日開催の当社取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

156条の規定に基づき、以下のとおり、自己株式を買い受

けることを決議しております。

　１．自己株式の取得を行う理由

　　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行う

　ため。

　２．取得の内容

　(１) 取得する株式の種類

　　　当社普通株式

　(２) 取得する株式の総数

　　　20,000株（上限）

　(３) 株式の取得価額の総額

　　　300百万円（上限）

　(４) 取得方法

　　　東京証券取引所における市場買付け

　(５) 自己株式取得の期間

　　　平成20年11月11日から

　　　平成21年３月31日まで
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