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1.  22年6月期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 

 

(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 ％

22年6月期 8,560 △57.2 436 △40.4 272 △33.8 169 67.3
21年6月期 19,979 23.2 732 △57.4 410 △69.5 101 △86.5

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 ％ ％ ％

22年6月期 6,396.27 6,191.27 8.6 2.9 5.1
21年6月期 3,977.72 3,862.83 6.0 3.6 3.7

（参考） 持分法投資損益 22年6月期  △5百万円 21年6月期  △4百万円

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

22年6月期 9,801 2,221 22.7 70,662.35
21年6月期 8,963 1,712 19.1 67,118.62

（参考） 自己資本   22年6月期  2,221百万円 21年6月期  1,712百万円

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

22年6月期 156 △42 875 2,128
21年6月期 4,406 9 △4,878 1,139

2.  配当の状況 

 平成23年６月期の配当の予想については、株式会社THEグローバル社の「平成23年６月期業績予想及び経営方針に関するお知らせ」をご参照ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年6月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00 15 15.1 0.9
22年6月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00 47 23.5 2.2

23年6月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）

 平成23年６月期の連結業績の予想については、株式会社THEグローバル社の「平成23年６月期の業績予想及び経営方針に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



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 0社 （社名 ） 除外 0社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期 31,442株 21年6月期 25,520株

② 期末自己株式数 22年6月期  ―株 21年6月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年6月期の個別業績（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 

 

(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 ％

22年6月期 858 △71.6 1 △97.5 101 △82.5 50 △88.7

21年6月期 3,025 113.2 78 △46.3 579 38.3 447 78.6

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

22年6月期 1,901.52 1,840.57
21年6月期 17,525.86 17,019.67

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

22年6月期 3,087 1,586 51.4 50,465.90
21年6月期 2,607 1,196 45.9 46,865.94

（参考） 自己資本 22年6月期  1,586百万円 21年6月期  1,196百万円

2.  23年6月期の個別業績予想（平成22年7月1日～平成23年6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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年７月１日付で株式移転の方式により、株式会社グローバル住販の完全親会社として株式会社THEグローバル社を設立いたしました。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(1）経営成績に関する分析  

①当連結会計年度の連結業績概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済対策の政策効果により、企業収益は改善の状況でありますが、世界経

済の不安定から円高傾向や株価低迷が続き、実体経済は依然厳しい状況にあります。今後においても、国内財政面、

消費税や法人税の税制改革等の課題は多く、先行き不透明の状況であると予想されます。 

当社グループの属する不動産業界におきましては、首都圏分譲マンション市場の契約率が好不調の分かれ目とされ

る70％をコンスタントに上回り、2010年３月に82.8％、2010年６月に83.9％と2007年３月以来の80％台となり、ま

た、一時は12,000戸を超えていた販売在庫数は、2010年6月度において5,481戸に減少し、回復の兆しが見られまし

た。しかし、首都圏におけるマンション供給戸数は、2000年に95,635戸でありましたが、2009年には17年ぶりに4万

戸割れとなる36,376戸にまで落ち込み、今年2010年についても昨年よりは増加するもののピーク時の半分以下である

約43,000戸が見込まれております。 

今後においても、破綻によりマンション開発業者の数が減少したのに加え、金融機関の融資厳格化により、新規に

マンション開発用地の仕入を行っている同業者は激減しており、供給戸数はここ数年低水準で推移するものと考えて

おります。 

当社グループにおきましては、ここ数年の厳しい市況環境において、早期に棚卸資産の圧縮を行い、黒字決算を継

続したことによるアドバンテージを生かし、前期の下半期より、新築マンション開発用地取得を再開いたしました。

今期において、これを順次販売、引渡を行っており、好調に進捗している状況にあります。このような経済環境下に

関わらず、物件価格に割安感が出たこと、品薄感があることから、この好調な状況は、２～３年続くものと考えてお

り、今後においては、少資金型の共同事業方式を併用しながら更に積極的に仕入を行ってまいります。また、戸建事

業の取組みを今期より本格的に開始し、今期の販売、引渡は順調であり、今後も積極的に仕入を行ってまいります。

戸建事業については、開発期間が短く、建築費の変動が少ないため、新築マンション開発事業における期間リスクと

建築費の上昇のリスク等の外的要因に左右されずらい２本柱にすることにより、経済状況の変化に対応しうるビジネ

スモデルを構築してまいります。 

また、平成22年４月９日開催の株主総会において、株式移転の方法により持株会社を設立することを決議し、平成

22年７月１日に株式会社THEグローバル社を設立いたしました。 

持株会社体制により、各事業会社は、更なる事業の専門性を強化し、独立採算による経営体制とすることにより、

フロービジネスである新築マンション及び戸建の開発、フィービジネスである仲介及び販売代理とマンション管理を

併せ持つグループ体制とし、収益性の向上を図ってまいります。また、企業ブランドの浸透を図るべく、平成22年７

月１日に以下のとおり社名の統一を図りました。 

（変更前）                  （変更後） 

                  →  株式会社THEグローバル社（新設） 

株式会社グローバル住販         →  株式会社グローバル住販（変更なし） 

株式会社エルシード           →  株式会社グローバル・エルシード 

株式会社ハートウェルス・マネジメント  →  株式会社グローバル・ハート 

株式会社エルキャスト          →  株式会社グローバル・キャスト 
  

以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,560百万円（前連結会計年度比57.2％減）、営業利益436百万円（同

40.4％減）、経常利益272百万円（同33.8％減）、当期純利益169百万円（同67.3％増）となりました。 
  

事業の種類別セグメントの業績は以下の通りであります。なお、売上高の金額につきましては、セグメント間の内

部売上高を含めて記載しております。 

  

［不動産分譲事業］ 

不動産分譲事業におきましては、自社ブランド「ウィルローズ」シリーズの新築分譲マンション開発について、

「ウィルローズ鴻巣」、「ウィルローズ池袋」、「ウィルローズ中村橋」、「ウィルローズ横浜伊勢町」、「ウィル

ローズ月島」、「ウィルローズ日本橋浜町Sui」、「ウィルローズ清瀬」等、リセール事業について「フォーリア日

本橋人形町」、「セントラルコート大和深見西」、「アスコットパーク両国石原」、「フォーリアテラス千歳船

橋」、「フォーリアコート千歳船橋」等、合計164戸の引渡しを行いました。 

また、戸建事業におきましては、「入間仏子プロジェクト」、「入間扇町屋プロジェクト」、「高島平プロジェク

ト」、「川越新宿町プロジェクト」、「所沢上新井プロジェクト」、「練馬大泉町プロジェクト」、「東村山廻田プ

ロジェクト」、「所沢林プロジェクト」、「池袋プロジェクト」、「所沢荒幡プロジェクト」、「所沢北秋津第２期

プロジェクト」、「所沢北秋津第３期プロジェクト」、「入間高倉プロジェクト」、「小平小川東プロジェクト」、

「所沢久米プロジェクト」、「中野若宮プロジェクト」、「柴又プロジェクト」等、請負工事、土地分譲なども含め

33棟の引渡を行いました。 

１．経営成績



以上の結果、当セグメントの売上高は7,012百万円（前連結会計年度比51.3％減）、営業利益は404百万円（同

43.1％減）となりました。 

  

［不動産販売代理事業］ 

不動産販売代理事業におきましては、上記自社開発物件及び他社開発物件について販売代理を行い、東京都区部で

７物件、東京都市部で３物件、神奈川県下で１物件、埼玉県下で１物件、合計212戸の引渡し等を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は715百万円（前連結会計年度比34.3％減）、営業利益は246百万円（同35.3％

増）となりました。 

  

［不動産ソリューション事業］ 

不動産ソリューション事業におきましては、デザイナーズ賃貸マンション「プレスタイル川崎」、「大山プロジェ

クト」等の引渡を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は1,164百万円（前連結会計年度比76.6％減）、営業損失は36百万円となりま

した。 

  

［その他事業］ 

その他事業におきましては、管理業務の受託が前連結会計年度末の23物件から29物件に増加し、順調に推移してお

ります。 

以上の結果、当セグメントの売上高は197百万円（前連結会計年度比29.8％増）、営業利益は71百万円（同6.7％

増）となりました。 

  

  

②次期の見通し 

 平成23年６月期の連結業績予想については、株式会社THEグローバル社の「平成23年６月期の業績予想及び経営方

針に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

  

(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して838百万円増加し 9,801百万円となりました。これは

主として、増資及び社債による資金調達により現預金が931百万円の増加、新規仕入により仕掛販売用不動産が975百

万円増加、物件売却により販売用不動産が2,311百万円減少、収益用賃貸マンションの固定資産の振替により土地及

び建物が977百万円増加したことによるものです。 

負債は329百万円増加し、7,579百万円となりました。これは主として社債発行による増加390百万円、物件売却に

伴う金融機関への借入金の返済による減少4,561百万円及び新規物件仕入に伴う新規借入金による増加4,722百万円で

あります。 

純資産は508百万円増加し、2,221百万円となりました。これは主として増資による資本金及び資本準備金の増加

350百万円及び利益剰余金の積み上げ169百万円によるものです。 

  

＜当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況＞ 

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。）は、前連結会計年度に比べて989百万円

の増加となり、2,128百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要

因は、下記の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は156百万円となりました。これは主として、不動産分譲事

業及び不動産ソリューション事業における物件売却が順調に進んだことによるたな卸資産の減少358百万円及び仕入

債務の減少503百万円と、物件売却が順調に進んだことによる前受金の増加341百万円によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は42百万円となりました。これは主として、子会社株式取得に

よる支出33百万円、定期預金の払戻による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出14百万円、保証金の回収及

び差入による差引収入28百万円によるものです。 

  



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は875百万円となりました。これは主として、物件売却に伴い

金融機関への借入金の返済及び新規物件仕入に伴う金融機関からの借入による、短期借入による収入と短期借入の返

済による支出の差額204百万円の増加及び、長期借入による収入と長期借入金の返済による支出の差額43百万円の減

少、また、増資による株式の発行による収入355百万円、社債発行による収入390百万円によるものです。  

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 

 (注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。平成19年６月期は、当社は非上

場であったため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

（注４）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すべての負債を対象としてお

ります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（注５）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・レシオにつきましては、平成19年６月

期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

（注６）平成22年６月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、 終株式取引日である平成22年６月25日の終値

により算出しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当については、株式会社THEグロ―バル社の「平成23年6月期の業

績予想及び経営方針に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移  

  平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期

自己資本比率（％）  3.9  12.3  19.1  22.7

時価ベースの自己資本比率（％）  －  19.9  22.1  29.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 －  2.4  1.3  40.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  13.2  17.6  1.0



(4）事業等のリスク 

当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断

上、重要であると考えられる事項については、投資家の皆様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、発生の回避及び発生した場合の対応に努

める方針であります。 

なお、文中の将来に関する事項は、決算短信発表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。 

  

① 有利子負債への依存と金利変動の影響について 

当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主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

依存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定さ

れ、資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループ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  金融機関からの資金調達にかかるリスク 

当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。そ

れゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合や借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合

には、返済期限の延長ができなかったり、資金回収前に金融機関から返済を求められることがあります。それゆ

え、代替の資金調達ができなかった場合には、資金繰りに窮する可能性があります。 

  

③ 不動産市況の悪化によるリスク 

当社グループの事業は、景気動向、金利動向、地価動向及び税制改正等の影響を受けやすいため、経済・雇用

情勢等の悪化により、消費者の不動産購入意欲や投資家による不動産投資意欲が減退した場合には、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があり、仕入済の開発用不動産及び商品である販売用不動産の価値の下落が起こった

場合には、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 用地取得にかかるリスクについて 

当社グループでは、仕入物件の選定基準として、事業採算性の見地から所定の基準を設けておりますが、不動

産市況の変化や、用地取得の競争の激化等により、当社の基準や当社の事業戦略に合う優良な土地を仕入れること

が困難となった場合に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 競合について 

不動産業界においては、事業を営むために「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許を受ける必

要がありますが、一般的に参入障壁が高いとは言えず、多くの不動産業者が激しく競争している状況にあります。

今後、販売代理事業における販売委託元のディベロッパーが、他社に販売を委託するまたは自社で販売するように

なり、当社の販売受託が減ることとなった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

項  目 
前連結会計期間末

（平成21年６月30日） 
当連結会計期間末

（平成22年６月30日） 

    千円 千円 

  有利子負債残高   （A)  5,854,213  6,308,622

  短期借入金  675,000  879,000

  １年以内返済予定の長期借入金  2,985,051  2,098,718

  長期借入金  2,041,354  2,884,511

  社債  148,000  442,000

  その他の有利子負債  4,808  4,393

  総資産額      （B)  8,963,315  9,801,517

  有利子負債依存度  （A/B) % 65.3 % 64.4



⑥ 建築工事等について  

当社グループは、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行っておりま

す。外注先の選定にあたっては品質、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ない

ように努めております。 

当社グループは品質管理及び工期遅延防止のため、毎週、工程進捗会議を行い物件の進捗や問題点の報告、検

討及び方向性の確認を行うとともに、設計監理者及び外注先との定例会議を行うことにより、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、工事の中止及び遅延、建築コストの上昇等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

⑦ 瑕疵担保リスクについて 

当社グループは、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行っており、当

社が販売する建物についての瑕疵については、外注先の施工会社の工事保証にて担保しております。しかしなが

ら、施工会社の財政状態が悪化または破綻する等により施工会社が負うべき瑕疵の担保責任が履行されない場合に

は、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社連結子会社株式会社エルシード

は、財団法人住宅保証機構の登録業者となり、同社が売主となって当社グループが分譲するマンションは、住宅性

能保証制度に登録しておりますので、当該制度の保険に裏付けされた10年保証により、購入者の保護がなされてお

ります。 

また、土地については土地の仕入時及び開発中において、後述の通り調査を行っておりますが、物件の引渡後

瑕疵が発見され、当社が是正又は賠償する必要が生じた場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

⑧ 土地仕入時において予測できないリスク 

当社グループでは土地の仕入に際して、さまざまな調査を行い、土地仕入の意思決定をしておりますが、土地

仕入時には予想がつかない土壌汚染や地中埋設物等の瑕疵が発見された場合や近隣への建築工事中の騒音や竣工後

の日影の影響等に対する近隣住民の反対運動が発生した場合には、プロジェクトの工程に遅れをきたすと同時に、

追加費用が発生する場合があります。 

当社グループの開発物件におきまして、これまで事業収支に大きな影響を与える地中障害や多額の近隣補償費

等の支払いが発生した事例はありませんが、今後において、当社の予想を超えた地中障害や近隣反対運動が発生し

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。 

  

⑨ アスベスト対策について 

当社グループは、不動産分譲事業並びに不動産ソリューション事業におきまして土地建物の取得を行ってお

り、土地の取得に際しましては、当該土地上に解体を目的とした既存建物が存在している場合、アスベストの使用

に関して確認を行っております。アスベストの使用が確認された場合、飛散防止対策を実施するとともに解体によ

り発生した廃棄物は法令に基づいた処理を行っております。また、不動産ソリューション事業におきまして土地建

物を購入する際にもアスベストの使用について確認を行っております。 

しかしながら、当該建物に吹き付けられたアスベストが経年劣化等により飛散する恐れが生じた場合や、当社

が想定する範囲を越えての使用が判明した場合には、アスベストの除去又は封じ込め等の費用が発生し、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩ 事業に係る法的規制 

当社グループの各社は、事業に必要な「宅地建物取引業法」に基づく宅地建物取引業者の免許や「マンション

管理適正化推進法」に基づくマンション管理業者の登録を受けております。かかる免許を受けている各社は、各法

令上の規制と当局の監督を受けます。また、各事業の継続には、かかる免許が必要なため、仮にこれらの免許及び

登録の取消事由等に該当する何らかの問題が発生し、業務停止命令や免許の取消処分を受けた場合には、当社グル

ープの事業遂行に支障をきたすことが予想されます。 

その他当社グループの事業にかかる法的規制としては、「都市計画法」「建築基準法」「宅地造成等規制法」

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」等があります。当社グループはこれらの法

律を遵守しておりますが、今後法令等の改正又は新たな規制の制定によって、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  



⑪ 個人情報の保護について 

当社グループでは、主に不動産分譲事業並びに不動産販売代理事業を通じて多数のお客様の個人情報を取り扱

っており、その取扱には十分な注意を払っております。当社グループのホームページにおきましても個人情報保護

方針を掲載し、個人情報の取り扱いについて説明を行っております。個人情報の機密保持につきましては、施錠さ

れたロッカーに保管し、電子ファイルはパスワードによる管理を行っております。また、当社グループでは各部署

の責任者で組織したコンプライアンス委員会において、ビデオ等による説明会、研修等を定期的に開催し、情報管

理の重要性の周知徹底、個人情報に対する意識の徹底を図っております。 

当社グループでは、個人情報の保護に注力しておりますが、不正侵入や不正アクセス等の不測の事態によっ

て、万が一、個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の低下等により、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑫ 訴訟等について 

当社グループは、現時点において業績に影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしなが

ら、当社グループが開発、販売、管理する不動産物件において、瑕疵、土壌汚染、販売活動等を起因として、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、当社グループの業績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑬ 自然災害等について 

当社グループが取り扱う物件のエリアにおいて、地震、火災、津波、大型台風等の自然災害が発生し、当社グ

ループが取り扱う物件が毀損、滅失等の被害を被った場合は、追加費用やプロジェクトの進捗遅延等が発生し、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは、首都圏を中心として不動産事業を展

開しておりますが、今後、地方主要都市にも事業エリアの拡大を図った場合には、各地域における自然災害等の被

害を被るリスクが発生いたします。 

  

⑭ 物件の引渡時期にかかるリスクについて 

当社グループでは、不動産分譲事業、不動産販売代理事業及び不動産ソリューション事業におきましては、物

件の引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等により、ある特

定の時期に収益が偏重する場合があります。当社グループにおきましては平成22年６月期において下期に売上の偏

重が見込まれております。将来、不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期が第２四半期末もしくは

期末を越える遅延が生じた場合には、当社グループ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。 



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社グローバル住販）と連結子会社４社、持分法適用関

連会社２社によって構成され、「不動産分譲事業」「不動産販売代理事業」「不動産ソリューション事業」「その他

事業」を展開しております。 

当社グループでは、連結子会社株式会社エルシードにおいて、事業用地の仕入れを行い、主に新築マンションを企

画開発し、エンドユーザーに分譲しております（不動産分譲事業）。その商品企画に当たって、当社が企画コンサル

ティングを行い、販売代理（販売企画・販売業務・契約業務）を行います（不動産販売代理事業）。完成後のマンシ

ョンの管理組合より管理業務を連結子会社株式会社ハートウェルス・マネジメントが受託しております（その他事

業）。また、連結子会社エルキャストにおいて、戸建の企画開発をし、エンドユーザーに分譲しております（不動産

分譲事業）。その他、株式会社エルシードにおいては、新築マンションの開発分譲以外にも、収益用賃貸マンション

またはオフィス・商業ビルの開発や既存建物のリノベーション等も行い、投資家・ファンド等に売却する事業を行っ

ております（不動産ソリューション事業）。 

これらの事業の系統図は次の通りとなります。 

［事業系統図］ 

 
   

２．企業集団の状況



  

 経営方針については、株式会社THEグローバル社の「平成23年６月期の業績予想及び経営方針に関するお知らせ」

をご参照ください。  

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,365,598 ※1  2,297,521

受取手形及び売掛金 2,178 1,247

販売用不動産 ※1  2,688,359 ※1  376,435

仕掛販売用不動産 ※1  3,831,502 ※1  4,807,257

貯蔵品 1,008 1,718

前払費用 178,232 372,106

繰延税金資産 26,492 12,667

その他 117,161 159,962

流動資産合計 8,210,534 8,028,916

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 267,970 728,884

減価償却累計額 △18,043 △30,600

建物及び構築物（純額） ※1  249,927 ※1  698,283

車両運搬具 37,881 37,881

減価償却累計額 △25,661 △31,950

車両運搬具（純額） 12,219 5,930

土地 ※1  252,372 ※1  780,567

その他 44,566 45,238

減価償却累計額 △37,637 △42,144

その他（純額） 6,929 3,093

有形固定資産合計 521,448 1,487,875

無形固定資産   

その他 18,152 13,235

無形固定資産合計 18,152 13,235

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  25,134 ※2  20,706

繰延税金資産 6,173 8,157

その他 181,872 242,626

投資その他の資産合計 213,179 271,490

固定資産合計 752,780 1,772,601

資産合計 8,963,315 9,801,517



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 869,994 366,106

短期借入金 ※1  675,000 ※1  879,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,985,051 ※1  2,098,718

1年内償還予定の社債 96,000 52,000

未払金 136,024 81,217

未払法人税等 31,883 77,105

未払消費税等 － 72,028

前受金 231,230 565,615

賞与引当金 2,848 4,616

その他 107,592 86,744

流動負債合計 5,135,625 4,283,153

固定負債   

社債 52,000 390,000

長期借入金 ※1  2,041,354 ※1  2,884,511

繰延税金負債 － 27

その他 21,468 22,060

固定負債合計 2,114,822 3,296,598

負債合計 7,250,448 7,579,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 286,288 463,810

資本剰余金 173,088 350,610

利益剰余金 1,258,311 1,412,801

株主資本合計 1,717,687 2,227,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △476 40

為替換算調整勘定 △4,344 △5,498

評価・換算差額等合計 △4,820 △5,457

新株予約権 － －

純資産合計 1,712,867 2,221,765

負債純資産合計 8,963,315 9,801,517



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 19,979,480 8,560,834

売上原価 ※1  16,402,976 ※1  6,844,557

売上総利益 3,576,503 1,716,276

販売費及び一般管理費 ※2  2,844,095 ※2  1,279,957

営業利益 732,408 436,319

営業外収益   

受取利息 2,422 829

受取配当金 36 92

受取手数料 975 5,399

受取家賃 30,084 1,454

解約精算金 17,690 5,139

その他 45,742 27,221

営業外収益合計 96,950 40,136

営業外費用   

支払利息 265,952 165,369

支払手数料 36,626 12,452

持分法による投資損失 4,016 5,566

解約違約金 91,920 －

株式交付費 － 13,034

その他 19,918 7,811

営業外費用合計 418,433 204,234

経常利益 410,925 272,221

特別利益   

過年度売上原価修正 31,438 －

投資有価証券売却益 7,474 －

持分変動利益 － 5,806

特別利益合計 38,912 5,806

特別損失   

たな卸資産評価損 ※1  129,401 －

投資有価証券評価損 6,041 1,494

ゴルフ会員権評価損 2,454 －

関係会社清算損 1,082 －

特別退職金 27,302 －

事務所移転費用 26,564 －

特別損失合計 192,848 1,494

税金等調整前当期純利益 256,990 276,532

法人税、住民税及び事業税 90,812 74,866

法人税等調整額 64,666 12,305

法人税等合計 155,478 87,171

少数株主利益 － 19,559

当期純利益 101,511 169,801



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 286,288 286,288

当期変動額   

新株の発行 － 175,013

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,509

当期変動額合計 － 177,522

当期末残高 286,288 463,810

資本剰余金   

前期末残高 173,088 173,088

当期変動額   

新株の発行 － 175,013

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,509

当期変動額合計 － 177,522

当期末残高 173,088 350,610

利益剰余金   

前期末残高 1,227,173 1,258,311

当期変動額   

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 101,511 169,801

連結範囲の変動 1,082 －

当期変動額合計 31,138 154,489

当期末残高 1,258,311 1,412,801

株主資本合計   

前期末残高 1,686,549 1,717,687

当期変動額   

新株の発行 － 350,026

新株の発行（新株予約権の行使） － 5,019

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 101,511 169,801

連結範囲の変動 1,082 －

当期変動額合計 31,138 509,535

当期末残高 1,717,687 2,227,223



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △91 △476

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △384 516

当期変動額合計 △384 516

当期末残高 △476 40

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,482 △4,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,861 △1,153

当期変動額合計 △1,861 △1,153

当期末残高 △4,344 △5,498

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,574 △4,820

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,246 △637

当期変動額合計 △2,246 △637

当期末残高 △4,820 △5,457

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

新株予約権の発行 － 1,933

新株の発行（新株予約権の行使） － △19

自己新株予約権の消却 － △1,913

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 1,683,975 1,712,867

当期変動額   

新株の発行 － 350,026

新株の発行（新株予約権の行使） － 5,000

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 101,511 169,801

新株予約権の発行 － 1,933

自己新株予約権の消却 － △1,913

連結範囲の変動 1,082 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,246 △637

当期変動額合計 28,891 508,898

当期末残高 1,712,867 2,221,765



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 256,990 276,532

減価償却費 30,244 28,270

関係会社清算損益（△は益） 1,082 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,551 1,768

持分変動損益（△は益） － △5,806

のれん償却額 － 8,987

ゴルフ会員権評価損 2,454 －

受取利息及び受取配当金 △2,458 △922

支払利息 265,952 165,369

為替差損益（△は益） 92 78

持分法による投資損益（△は益） 4,016 5,566

投資有価証券評価損益（△は益） 6,041 1,494

過年度売上原価修正 △31,438 －

事務所移転費用 18,391 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,258 931

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,129,813 358,238

前払費用の増減額（△は増加） 310,324 △195,718

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,335 △11,911

仕入債務の増減額（△は減少） 524,338 △503,887

未払金の増減額（△は減少） △89,089 △54,807

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,391 72,028

未払費用の増減額（△は減少） △724 1,545

前受金の増減額（△は減少） － 341,282

前受収益の増減額（△は減少） △5,643 －

預り金の増減額（△は減少） 28,583 △33,006

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,319 △35,994

その他の流動負債の増減額（△は減少） △71,206 2,443

その他 － △80,000

小計 5,206,096 342,484

利息及び配当金の受取額 2,456 922

利息の支払額 △250,824 △157,931

法人税等の支払額 △550,837 △28,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,406,891 156,607



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △9,300 △15,200

定期預金の払戻による収入 7,200 1,201

有形固定資産の取得による支出 △7,668 △14,658

無形固定資産の取得による支出 △3,464 －

投資有価証券の取得による支出 △60 △3,710

投資有価証券の売却による収入 26,385 －

差入保証金の差入による支出 △39,177 △30,649

差入保証金の回収による収入 40,294 58,785

出資金の払込による支出 △1,000 △60

保険積立金の積立による支出 △3,452 △2,131

ゴルフ会員権の取得による支出 － △2,800

子会社株式の取得による支出 － △33,740

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,755 △42,962

財務活動によるキャッシュ・フロー   

担保差入定期預金の回収による収入 － 70,000

担保差入定期預金の預入による支出 △200,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,854,873 204,000

長期借入れによる収入 5,255,000 3,204,300

長期借入金の返済による支出 △7,811,394 △3,247,475

社債の発行による収入 － 390,000

社債の償還による支出 △196,000 △96,000

株式の発行による収入 － 355,045

配当金の支払額 △71,456 △15,312

少数株主からの払込みによる収入 － 11,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,878,723 875,558

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △462,169 989,124

現金及び現金同等物の期首残高 1,601,366 1,139,197

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,139,197 ※1  2,128,321



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社は株式会社エルシード、株式会

社ハートウェルス・マネジメント、株式

会社ヒューマンヴェルディ及びアドニス

有限責任中間法人の４社であり、すべて

の子会社を連結対象としております。 

 なお、前連結会計年度において連結子

会社でありましたマードック特定目的会

社は清算したため、連結の範囲から除い

ております。 

 子会社は株式会社エルシード、株式会

社ハートウェルス・マネジメント、株式

会社エルキャスト及びアドニス有限責任

中間法人の４社であり、すべての子会社

を連結対象としております。 

 なお、株式会社エルキャストは、当連

結会計年度において株式会社ヒューマン

ヴェルディから社名変更をいたしまし

た。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数 １社 

持分法適用の関連会社の名称 

205 West 147th Street,LLC 

持分法適用の関連会社数 ２社 

持分法適用の関連会社の名称 

株式会社アスコット・アセット・コン

サルティング  

205 West 147th Street,LLC 

 なお、当連結会計年度において新たに

株式会社アスコット・アセット・コンサ

ルティングの株式を取得したため、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 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

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 

イ．その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）によっております。 

  

① 有価証券 

イ．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 

同左 

  ② デリバティブ 

 時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

イ．仕掛販売用不動産・販売用不動

産 

 個別法による原価法（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）によ

っております。 

③ たな卸資産 

イ．仕掛販売用不動産・販売用不動

産 

     同左 

  ロ．貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法

（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）によっております。   

ロ．貯蔵品 

     同左   



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

  （会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利

益はそれぞれ40,520千円、税金等調

整前当期純利益は169,921千円減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。  

      ― 

(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（リース資産を除

く） 

  定率法によっております。 

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

建物及び構築物    10～47年

車両運搬具      ４～６年

その他        ４～20年

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

  同左 

  ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内の利用可能期間（５

年）に基づいております。  

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

  ③ リース資産  

イ 所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産  

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

   なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年６月30

日以前の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。  

③ リース資産  

イ 所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産  

       同左  

(3）重要な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。 

新株予約権交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。  

(4）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 売上債権その他これに準ずる債権

の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、賞与支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

(5）重要な収益及び費用の計上基

準 

― 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ．当連結会計年度末までの進捗部分

についての成果の確実性が認められ

る工事（工期がごく短期間のものを

除く。） 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

    ロ．その他の工事 

工事完成基準 

  

  

(6）重要なヘッジ会計の方法 イ．ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たすものにつ

いては、特例処理によっておりま

す。 

イ．ヘッジ会計の方法 

― 

  ロ．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 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

― 

  ハ．ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のために、ヘッ

ジを行っております。 

ハ．ヘッジ方針 

― 

  ニ．ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点

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累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。なお、特例処理の

要件を満たしている場合は、有効性

の評価を省略しております。 

ニ．ヘッジ有効性の評価 

―  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

(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 

 税抜方式によっており、控除対象

外消費税等は当連結会計年度の費用

として処理しております。 

 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 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

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か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成6年１月18日（日本

公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

この変更により損益へ与える影響はありません。  

― 

  



（追加情報） 

 当連結会計年度において、当社グループの連結子会社が保有する以下の資産を保有目的に変更し、棚卸資産から固

定資産へ振替を行っております。 

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「販売用不動産」「仕掛販売用

不動産」及び「貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「販

売用不動産」「仕掛販売用不動産」「貯蔵品」は、それ

ぞれ2,959,779千円、7,689,293千円、1,610千円であり

ます。 

２．流動負債のうち「未払金」については、表示を明瞭に

するため、当連結会計年度より仕入取引等に係るものに

ついては「買掛金」、仕入取引等以外に係るものについ

ては「未払金」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の流動負債の「未払金」に含まれ

る「買掛金」は377,094千円であります。 

― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「仕入債務の増

減額（△は減少）」は、前連結会計年度は「未払金の増

減額（△は減少）」に含めて表示しておりましたが、表

示を明瞭にするため、当連結会計年度より仕入取引等に

係るものについては「仕入債務の増減額（△は減

少）」、仕入取引等以外に係るものについては「未払金

の増減額（△は減少）」に区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「未払金の増減額（△は減

少）」に含まれる「仕入債務の増減額（△は減少）」は

△339,066千円であります。 

― 

会社名 

  

事業所名 

（所在地）  

セグメント 

の名称 

設備の内容 

  

 帳簿価額（百万円） 

 建物及び 

構築物 

 土地 

（面積㎡） 
合計 

㈱エルシード 
収益用不動産 

（東京都目黒区） 
その他の事業 賃貸建物       449 

     528 

（247.87）
      977 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成22年６月30日） 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。 

担保資産 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。 

担保資産 

現金及び預金 

販売用不動産 

仕掛販売用不動産  

建物及び構築物 

土地 

220,000

2,309,157

3,407,237

233,530

252,372

千円

千円

千円

千円

千円

計 6,422,297千円

現金及び預金 

販売用不動産 

仕掛販売用不動産  

建物及び構築物 

土地 

130,000

275,507

4,085,942

678,328

780,567

千円

千円

千円

千円

千円

計 5,950,345千円

担保付負債 担保付負債 

短期借入金 375,000千円

１年内返済予定の長期借入金 2,945,615千円

長期借入金 1,886,526千円

計 5,207,141千円

短期借入金 367,500千円

１年内返済予定の長期借入金 2,282,973千円

長期借入金 2,545,640千円

計 5,196,113千円

 ※２ 関連会社に対するものは次の通りであります。  ※２ 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            千円 21,696 投資有価証券 17,894千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額は次の通りであります。 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額は次の通りであります。 

売上原価 40,520千円

特別損失 129,401千円

売上原価 27,000千円

※２ 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。 

※２ 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。 

役員報酬 212,790千円

給与手当 468,294千円

プロジェクト販売費 1,389,280千円

賞与引当金繰入額 2,428千円

役員報酬 213,490千円

給与手当 225,984千円

プロジェクト販売費 382,931千円

賞与引当金繰入額 3,655千円



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

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 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  25,520  －  －  25,520

合計  25,520  －  －  25,520

自己株式  

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
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20年９月25日 

定時株主総会 
普通株式  71,456  2,800 平成20年６月30日 平成20年９月26日 

  
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21年９月25日 

定時株主総会 
普通株式  15,312 利益剰余金  600 平成21年６月30日 平成21年９月28日



当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．第６回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．第６回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるもの78株及び新株予約権の消却による

もの7,722株であります。 

  

  

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
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  25,520  5,922  －  31,442

合計  25,520  5,922  －  31,442

自己株式  

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

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
（百万円）

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） 
 第６回新株予約権(注)１，２  普通株式  －  7,800  7,800  －  －

 合計  －  －  7,800  7,800  －  －

  
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21年９月25日 

定時株主総会 
普通株式  15,312  600 平成21年６月30日 平成21年９月28日 

  
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22年９月24日 

定時株主総会 
普通株式  47,163 利益剰余金  1,500 平成22年６月30日 平成22年９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20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年６月30日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 1,365,598

満期までの期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△6,401

担保差入預金 △220,000

現金及び現金同等物 1,139,197

  （千円）

現金及び預金勘定 2,297,521

満期までの期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△39,200

担保差入預金 △130,000

現金及び現金同等物 2,128,321



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、連結財務諸表規則第15条の３が準用する財務諸

表等規則第８条の６の規定により、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため、旧連結財務諸表規則第15条の３が準用する旧財

務諸表等規則第８条の６の規定により、記載を省略しております。 

  

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。 

  

  

  

前連結会計年度  

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年６月30日） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成21年６月30日） 

  

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 
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 51  107 56

(2）債券 －  － －

(3）その他 －  － －

小計 51  107 56

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 2,390  1,530 △860

(2）債券 －  － －

(3）その他 －  － －

小計 2,390  1,530 △860

合計 2,441  1,637 △803

売却額 
（千円）  

売却益の合計額
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

 33,067  7,474  -

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式及び関連会社株式   

その他関係会社有価証券  21,696

(2）その他有価証券   

非上場株式  1,800

合計   23,496



当連結会計年度 

１．その他有価証券（平成22年６月30日） 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２．減損処理を行った有価証券（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 当連結会計年度において、その他有価証券について 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。 

  

  種類 
連結貸借対照表

計上額 
（千円） 

取得原価（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  108  44  64

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  108  44  64

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  903  903  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  903  903  －

合計  1,012  948  64

19,694

1,494



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

(1）取引の内容 

 金利関係について金利キャップ取引及び金利スワップ

取引を利用しております。 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(3）取引の利用目的 

 金利関連について、借入金利等の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で、デリ

バティブ取引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。 

ヘッジ会計の方法 

 特例処理の要件を満たすものについては、特例処理

によっております。 

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 

ヘッジ方針 

 金利リスクの低減のために、ヘッジを行っておりま

す。 

ヘッジ有効性の評価 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

 なお、特例処理の要件を満たしている場合は、有効

性の評価を省略しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁権限者の承認を得て行っております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 



２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

  

  

当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

  該当するものはありません。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

  該当するものはありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

区分 種類 

前連結会計年度（平成21年６月30日）

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場取引 

以外の取引 
金利キャップ取引  － － － △84

合計  － － － △84

 前連結会計年度 

（自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日）  

（注）１．時価の算定方法 

  

   ２．ヘッジ会計を適用しているものについては、 

     開示の対象から除いております。  

（退職給付関係）



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

(1）ストックオプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。  

(2）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利行使の条件は以下の通りであります。 

① 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場さ

れた日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は

従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使に

つき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとします。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。

（ストック・オプション等関係）

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

付与対象者の区分及び数 

当社の従業員31名 

当社の子会社の取締役３

名 

当社の子会社の従業員12

名 

当社の取締役１名 

当社の従業員21名 

当社の子会社の取締役１

名 

当社の子会社の従業員7名

株式の種類別のストック・オプシ

ョン数（注）１ 
普通株式 1,059株 普通株式 100株  普通株式  74株 

付与日（取締役会決議日） 平成18年10月13日 平成18年11月24日  平成19年７月13日 

権利確定条件 （注）２ （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあ

りません。 

対象勤務期間の定めはあ

りません。 

対象勤務期間の定めはあ

りません。 

権利行使期間 
自平成20年10月14日 

至平成28年８月９日 

自平成20年11月25日 

至平成28年11月24日 

自平成21年７月14日  

至平成28年８月９日 



(3）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 

（注） 平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。 

② 単価情報 

  

(4)当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

  

(5)当連結会計年度末における本源的価値 

  当事業年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額は、77,925千円です。平成22年６月28日

に上場廃止となっているため、平成22年６月25日の終値により算出しております。 

  

(6)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

  該当事項はありません。 

  

(7)ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

権利確定前（株）  

前連結会計年度末  1,240  100  108

付与  －  －  －

失効  125  －  34

権利確定  1,115  100  －

未確定残  －  －  74

権利確定後（株）  

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  1,115  100  －

権利行使  －  －  －

失効  56  －  －

未行使残  1,059  100  －

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

付与日（取締役会決議） 平成18年10月13日 平成18年11月24日  平成19年７月13日 

権利行使価格（円）  14,500  14,500  14,500

行使時平均株価（円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －



当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

(1）ストックオプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。  

(2）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利行使の条件は以下の通りであります。 

① 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式に係る株券がいずれかの金融商品取引所に上場さ

れた日後１年を経過する日まで、権利を行使することができないものとします。 

② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は

従業員のいずれかの地位を有することを要します。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使に

つき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。 

③ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。

④ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができます。ただし、各新株予約権の１個未

満の行使はできないものとします。 

⑤ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによります。

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

付与対象者の区分及び数 

当社の従業員20名 

当社の子会社の取締役３

名 

当社の子会社の従業員6名

当社の取締役１名 

当社の従業員13名 

当社の子会社の取締役１

名 

当社の子会社の従業員４

名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョン数（注）１ 
普通株式 849株 普通株式 100株  普通株式  63株 

付与日（取締役会決議日） 平成18年10月13日 平成18年11月24日  平成19年７月13日 

権利確定条件 （注）２ （注）２  （注）２ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあ

りません。 

対象勤務期間の定めはあ

りません。 

対象勤務期間の定めはあ

りません。 

権利行使期間 
自平成20年10月14日 

至平成28年８月９日 

自平成20年11月25日 

至平成28年11月24日 

自平成21年７月14日  

至平成28年８月９日 



(3）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 

（注） 平成18年８月29日付けで１株を10株に分割した後の株式数に換算して記載しております。 

② 単価情報 

  

(4)当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

  

(5)当連結会計年度末における本源的価値 

  当事業年度末におけるストック・オプションの本源的価値の合計額は、78,328千円です。 

  

(6)当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 

  該当事項はありません。 

  

(7)ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

権利確定前（株）  

前連結会計年度末  －  －  74

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  74

未確定残  －  －  －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末  1,059  100  －

権利確定  －  －  74

権利行使  －  －  －

失効  210  －  11

未行使残  849  100  63

  平成19年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

付与日（取締役会決議） 平成18年10月13日 平成18年11月24日  平成19年７月13日 

権利行使価格（円）  14,500  14,500  14,500

行使時平均株価（円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成22年６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）

繰延税金資産（流動） 

プロジェクト販売費 3,724

未払事業税 7,525

賞与引当金 1,158

未払費用 

事務所移転費用 

131

10,809

連結会社間内部利益消去 6,951

その他  1,918

繰延税金資産（流動）小計 32,219

評価性引当額 △5,726

繰延税金資産（流動）合計 26,492

繰延税金資産（固定）  

持分法適用会社への投資に係る一時差異 5,846

繰越欠損金 44,559

ゴルフ会員権評価損 2,150

固定資産 3,810

その他有価証券評価差額金  326

繰延税金資産（固定）小計  56,694

評価性引当額 △50,521

繰延税金資産（固定）合計   6,173

繰延税金資産合計  32,665

  （千円）

繰延税金資産（流動） 

未払事業税 6,998

賞与引当金 1,894

未払費用 214

連結会社間内部利益消去 3,611

その他  41

繰延税金資産（流動）小計 12,760

評価性引当額 △92

繰延税金資産（流動）合計 12,667

繰延税金資産（固定）  

持分法適用会社への投資に係る一時差異 7,870

繰越欠損金 11,884

ゴルフ会員権評価損 2,184

繰延資産 282

固定資産 3,941

繰延税金資産（固定）小計  26,163

評価性引当額 △18,006

繰延税金資産（固定）合計   8,157

繰延税金資産合計  20,824

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金  △27

繰延税金負債合計  △27

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5

受取配当金 1.4

評価性引当額 14.6

住民税均等割 0.4

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.5

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.8

評価性引当額  △13.8

住民税均等割 0.4

のれん償却額  1.3

持分変動損益  △0.9

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.5



当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）  

  

当社及び一部の連結子会社では、東京都において、賃貸用不動産（土地を含む。）を有しております。平成22年

６月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 千円であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額はたな卸資産からの振替による固定資産計上 千円であり

ます。 

３．当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づく金額であります。 

  

  

  
（追加情報） 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11

月28日）を適用しております。 

（賃貸等不動産関係）

39,923

 連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 378,195 977,221 1,348,825 1,374,000

977,221



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日）  

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日）  

該当事項はありません。 

  

  

前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容は次の通りであります。 

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲 

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介 

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ 

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等 

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金額は565,263千円であり、その主なも

のは総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は2,485,904千円であり、その主なものは当社での長期

投資資産及び管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) ③ に記載のとおり、当連結会計年度より

「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日公表分）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「不動産ソリューション事業」で

40,520千円減少しております。 

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
不動産分譲
事業 
（千円） 

不動産販売
代理事業 
（千円） 

不動産ソリ
ューション
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益    

売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 14,403,954  452,127  4,981,607  141,791  19,979,480  －  19,979,480

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  636,448  －  10,502  646,951 (646,951)  －

計  14,403,954  1,088,575  4,981,607  152,294  20,626,431 (646,951)  19,979,480

営業費用  13,692,810  906,463  4,879,095  85,113  19,563,482 (316,410)  19,247,071

営業利益  711,143  182,112  102,511  67,181  1,062,948 (330,540)  732,408

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出 
   

資産  4,637,254  199,474  2,226,446  423,233  7,486,408  1,476,906  8,963,315

減価償却費  6,504  10,533  1,756  3,905  22,699  7,649  30,348

資本的支出  927  6,436  72  －  7,436  3,695  11,132



当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容は次の通りであります。 

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲 

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介 

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ 

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等 

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金額は372,303千円であり、その主なも

のは総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は3,474,946千円であり、その主なものは当社での長期

投資資産及び管理部門に係る資産等であります。  

前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 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21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
不動産分譲
事業 
（千円） 

不動産販売
代理事業 
（千円） 

不動産ソリ
ューション
事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益    

売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 6,964,541  242,450  1,164,575  189,267  8,560,834  －  8,560,834

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 47,870  473,084  －  8,407  529,362 (529,362)  －

計  7,012,411  715,535  1,164,575  197,674  9,090,196 (529,362)  8,560,834

営業費用  6,608,030  469,167  1,201,279  126,008  8,404,487 (279,972)  8,124,514

営業利益  404,381  246,367  △36,704  71,665  685,709 (249,389)  436,319

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出 
   

資産  4,657,795  340,238  1,277,657  1,400,701  7,676,392   2,125,124  9,801,517

減価償却費  3,520  7,987  1,214  10,692  23,414  8,447  31,862

資本的支出  2,605  6,121  －  －  8,727  5,931  14,658

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を

適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示

対象に追加されております。 

  

１．関連当事者との取引 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また取

引金額については債務保証残高を記載しております。 

     

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注）１．連結子会社である㈱エルシードの販売用不動産を購入しております。なお、取引条件及び取引条件の決定

方針については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。また取引金額については

消費税等が含まれておりません。 

２．連結子会社である㈱エルシードの銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は

行っておりません。また取引金額については債務保証残高を記載しております。  

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

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（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 永嶋 秀和  －  －
当社代表取

締役社長 
（被所有） 

直接  36.8 

銀行借入に

対する債務

被保証 

銀行借入

に対する

債務被保

証 
（注１） 

95,002  － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

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（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 菅沼 末典  －  － 当社取締役

（被所有）

直接  0.8 

  

不動産

の購入 

不動産の

購入 
（注１）

55,855  － －

子会社の

役員 
永嶋 康雄  －  －

㈱エルシー

ド代表取締

役社長 

（被所有） 

直接  9.0 

銀行借入に

対する債務

被保証 

銀行借入

に対する

債務被保

証 
（注２）

74,282  － －



当連結会計年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

  

１．関連当事者との取引 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．当社の銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また取

引金額については債務保証残高を記載しております。 

     

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．連結子会社である㈱エルシードの販売用不動産を購入しております。なお、取引条件及び取引条件の決定

方針については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。また取引金額について

は消費税等が含まれておりません。 

    ２．連結子会社である㈱エルシードの銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払は

行っておりません。また取引金額については債務保証残高を記載しております。 

    ３．連結子会社である㈱エルキャストの銀行借入に対して、債務保証を受けております。なお、保証料の支払

は行っておりません。また取引金額については債務保証残高を記載しております。 

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

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（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員 永嶋 秀和  －  －
当社代表取

締役社長 
（被所有） 

直接  29.9 

銀行借入に

対する債務

被保証 

銀行借入

に対する

債務被保

証 
（注１） 

 79,403  － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

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（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

子会社の

役員 
永嶋 康雄  －  －

㈱エルシー

ド代表取締

役社長 

（被所有） 

直接  7.3 

銀行借入に

対する債務

被保証 

銀行借入

に対する

債務被保

証 
（注２）

 97,122  － －

子会社の

役員 
上原 幸司  －  －

㈱エルキャ

スト代表取

締役社長 

（被所有） 

直接   ―

銀行借入に

対する債務

被保証 

銀行借入

に対する

債務被保

証 
（注３）

 246,000  － －



（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。 

   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭67,118 62

１株当たり当期純利益金額 円 銭3,977 72

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 銭3,862 83

１株当たり純資産額 円 銭70,662 35

１株当たり当期純利益金額 円 銭6,396 27

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 銭6,191 27

  
前連結会計年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当連結会計年度
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  101,511  169,801

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）  101,511   169,801

期中平均株式数（株）  25,520  26,547

             

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）  759  879

（うち新株予約権）  (759)  (879)

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－ － 



  

前連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

（株式移転による持株会社の設立） 

 平成22年４月９日開催の臨時株主総会において、株式移転により持株会社「株式会社THEグローバル社」を設立する

ことが承認可決され、平成22年７月１日付で同社が設立され、当社は同社の完全子会社となりました。 

 また、同社は平成22年７月１日付で大阪証券取引所JASDAQ市場に上場し、当社は上場廃止となりました。 

  

持株会社の概要  

  

  

（THEグローバル社による第４回新株予約権の発行） 

 株式会社THEグローバル社（以下、「同社」という。）は、平成22年７月15日開催の同社取締役会において、会社

法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、同社の取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを決

議いたしました。 

 なお、平成22年７月15日開催の取締役会において決議した第４回新株予約権の発行に関する具体的内容は以下の通

りです。 

  

１．新株予約権の数 

  1,263 個 

２．新株予約権と引換えに払込む金銭 

  本新株予約権１個あたりの発行価額は、1,332円とする。 

３．新株予約権の目的となる株式 

  同社普通株式126,300株 

４．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数 

  本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権１個あたり権利行使価額 114,500円（1株当たり 1,145円）  

６．新株予約権を行使することができる期間 

  平成24年10月1日から平成32年７月14日とする。 

７．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．新株予約権の割当日 

  平成22年7月30日 

９．新株予約権の割当を受ける者及び数 

  同社取締役 5 名 1,220個 (122,000株) 

  同社監査役 3 名   43個 （ 4,300株） 

  

  

（重要な後発事象）

 商号  株式会社THEグローバル社 

 代表者  代表取締役社長 永嶋 秀和 

 本店所在地  東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 

 資本金  288百万円 

 事業内容  傘下グループ会社の経営管理等 

 決算日  ６月30日 



（THEグローバル社による第５回ストック・オプションの発行） 

 株式会社THEグローバル社（以下、「同社」という。）は、平成22年7月15日開催の同社取締役会において、会社法

第236条、第238条および第240条の規定に基づき、同社の従業員及び同社子会社の取締役及び従業員に対し、ストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

 なお、平成22年７月15日開催の取締役会において決議した第５回ストック・オプションの発行に関する具体的内容

は以下の通りです。 

  

１．新株予約権の数 

  1,252 個 

２．新株予約権と引換えに払込む金銭 

  本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。 

３．新株予約権の目的となる株式 

  同社普通株式125,200株 

４．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数 

  本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。  

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権１個あたり権利行使価額 125,000円（1株当たり 1,250円） 

６．新株予約権を行使することができる期間 

  平成24年７月30日から平成32年７月14日とする。 

７．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．新株予約権の割当日 

  平成22年７月30日 

９．新株予約権の割当を受ける者 

  同社従業員      7 名  66個 （ 6,600株） 

  同社子会社の取締役  9 名 815個 （81,500株） 

  同社子会社の従業員 44 名 371個 （37,100株） 

  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  755,685 ※1  1,123,068

売掛金 ※2  134,151 ※2  298,798

販売用不動産 ※1  268,438 ※1  164,840

貯蔵品 908 1,618

前払費用 26,520 14,625

短期貸付金 ※2  305,000 ※2  285,000

繰延税金資産 19,541 4,757

その他 11,568 61,333

流動資産合計 1,521,814 1,954,041

固定資産   

有形固定資産   

建物 173,556 185,444

減価償却累計額 △14,954 △21,446

建物（純額） ※1  158,602 ※1  163,998

構築物 2,545 2,545

減価償却累計額 △755 △1,203

構築物（純額） 1,789 1,342

車両運搬具 28,970 28,970

減価償却累計額 △18,308 △23,934

車両運搬具（純額） 10,662 5,036

工具、器具及び備品 40,409 40,409

減価償却累計額 △34,265 △38,124

工具、器具及び備品（純額） 6,144 2,285

土地 ※1  232,128 ※1  232,128

有形固定資産合計 409,327 404,790

無形固定資産   

ソフトウエア 17,262 12,654

その他 633 354

無形固定資産合計 17,896 13,008

投資その他の資産   

投資有価証券 1,637 1,012

関係会社株式 498,722 582,729

その他の関係会社有価証券 36,666 36,666

敷金及び保証金 79,438 46,638

長期前払費用 1,701 －

ゴルフ会員権 27,600 30,400

繰延税金資産 326 －

その他 12,605 18,391

投資その他の資産合計 658,698 715,838

固定資産合計 1,085,922 1,133,637

資産合計 2,607,736 3,087,679



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  500,000 ※1  363,500

1年内返済予定の長期借入金 ※1  77,752 ※1  134,460

1年内償還予定の社債 96,000 52,000

未払金 77,630 37,893

未払費用 1,037 －

未払法人税等 31,448 34,768

未払消費税等 6,732 18,900

前受金 ※2  79,346 ※2  156,604

預り金 74,585 39,915

前受収益 6,820 －

賞与引当金 2,225 3,323

その他 8,388 7,085

流動負債合計 961,967 848,450

固定負債   

社債 52,000 390,000

長期借入金 ※1  381,882 ※1  247,422

繰延税金負債 － 27

その他 15,868 15,030

固定負債合計 449,750 652,479

負債合計 1,411,717 1,500,930

純資産の部   

株主資本   

資本金 286,288 463,810

資本剰余金   

資本準備金 173,088 350,610

資本剰余金合計 173,088 350,610

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 737,119 772,286

利益剰余金合計 737,119 772,286

株主資本合計 1,196,495 1,586,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △476 40

評価・換算差額等合計 △476 40

新株予約権 － －

純資産合計 1,196,018 1,586,748

負債純資産合計 2,607,736 3,087,679



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 ※1  3,025,446 ※1  858,339

売上原価 1,476,033 ※3  113,308

売上総利益 1,549,413 745,030

販売費及び一般管理費 ※2  1,470,877 ※2  743,051

営業利益 78,536 1,978

営業外収益   

受取利息 ※1  25,000 13,979

受取配当金 ※1  345,165 33

受取手数料 ※1  128,895 ※1  110,974

解約精算金 10,215 2,284

受取家賃 ※1  38,857 ※1  18,108

その他 5,387 6,783

営業外収益合計 553,520 152,163

営業外費用   

支払利息 44,878 27,802

社債利息 3,149 3,751

支払手数料 4,100  

株式交付費 － 13,034

その他 92 7,811

営業外費用合計 52,220 52,400

経常利益 579,836 101,742

特別利益   

投資有価証券売却益 7,474 －

特別利益合計 7,474 －

特別損失   

投資有価証券評価損 6,041 1,494

関係会社株式評価損 － 2,538

特別退職金 21,530 －

事務所移転費用 26,037 －

特別損失合計 53,610 4,033

税引前当期純利益 533,700 97,709

法人税、住民税及び事業税 90,244 32,445

法人税等調整額 △3,804 14,783

法人税等合計 86,440 47,229

当期純利益 447,259 50,479



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 286,288 286,288

当期変動額   

新株の発行 － 175,013

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,509

当期変動額合計 － 177,522

当期末残高 286,288 463,810

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 173,088 173,088

当期変動額   

新株の発行 － 175,013

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,509

当期変動額合計 － 177,522

当期末残高 173,088 350,610

資本剰余金合計   

前期末残高 173,088 173,088

当期変動額   

新株の発行 － 175,013

新株の発行（新株予約権の行使） － 2,509

当期変動額合計 － 177,522

当期末残高 173,088 350,610

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 361,315 737,119

当期変動額   

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 447,259 50,479

当期変動額合計 375,803 35,167

当期末残高 737,119 772,286

利益剰余金合計   

前期末残高 361,315 737,119

当期変動額   

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 447,259 50,479

当期変動額合計 375,803 35,167

当期末残高 737,119 772,286



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 820,691 1,196,495

当期変動額   

新株の発行 － 350,026

新株の発行（新株予約権の行使） － 5,019

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 447,259 50,479

当期変動額合計 375,803 390,213

当期末残高 1,196,495 1,586,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △91 △476

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △384 516

当期変動額合計 △384 516

当期末残高 △476 40

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △91 △476

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △384 516

当期変動額合計 △384 516

当期末残高 △476 40

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － △19

新株予約権の発行 － 1,933

自己新株予約権の消却 － △1,913

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 820,599 1,196,018

当期変動額   

新株の発行 － 350,026

新株の発行（新株予約権の行使） － 5,000

剰余金の配当 △71,456 △15,312

当期純利益 447,259 50,479

新株予約権の発行 － 1,933

自己新株予約権の消却 － △1,913

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △384 516

当期変動額合計 375,419 390,730

当期末残高 1,196,018 1,586,748



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30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によってお

ります。 

(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 

 決算期末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）によっておりま

す。 

(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 

同左 

２．デリバティブ等の評価基準及

び評価方法 

時価法によっております。 同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1)販売用不動産 

 個別法による原価法（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）によっておりま

す。 

(2)貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（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）によって

おります。  

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表

分）を適用しております。 

この変更により損益に与える影響

はありません。  

(1)販売用不動産 

同左 

  

  

  

(2)貯蔵品 

同左 

  

  

  

―  

  



項目 
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法によっております。 

 ただし、建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。 

建物         10～47年 

車両運搬具      ４～６年 

工具、器具及び備品  ４～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

  同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内の利用可能期間（５年）

に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  (3）リース資産 

イ 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産  

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

   なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年６月30

日以前の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。 

(3）リース資産 

イ 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産 

同左  

５．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。 

新株予約権交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。  

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権その他これに準ずる債権の

貸倒れによる損失に備えるため一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、賞与支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

７．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。 

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20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

この変更により損益に与える影響はありません。  

― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

― （貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「長期前払費

用」（当事業年度末残高1,649千円）は、金額的重要性が

乏しくなったため、投資その他の資産「その他」に含めて

表示しております。 

  

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未払費用」

（当事業年度末残高3,408千円）及び「前受収益」（当事

業年度末残高3,420千円）は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、流動負債「その他」に含めて表示しております。



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年６月30日） 

当事業年度 
（平成22年６月30日） 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。  

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。  

担保資産 担保資産 

現金及び預金 

販売用不動産 

建物  

220,000

195,712

146,066

千円

千円

千円

土地  232,128 千円

 計 793,907 千円

現金及び預金 

販売用不動産 

建物  

130,000

164,989

144,142

千円

千円

千円

土地  232,128 千円

 計 671,260 千円

担保付債務 担保付債務 

短期借入金 

１年内返済予定の長期借入金 

長期借入金 

200,000

49,752

289,900

千円

千円

千円

 計 539,652 千円

短期借入金 

１年内返済予定の長期借入金 

長期借入金 

100,000

106,460

183,440

千円

千円

千円

 計 389,900 千円

※２ 関係会社に対する資産及び負債には、以下のものが

あります。  

※２ 関係会社に対する資産及び負債には、以下のものが

あります。  

売掛金 133,112千円

短期貸付金 305,000千円

前受金 24,274千円

売掛金 298,798千円

短期貸付金 285,000千円

前受金 121,005千円

 ３ 偶発債務 

債務保証 

 次の関係会社等について、金融機関からの借り入

れに対し債務保証を行っております。 

 ３ 偶発債務 

債務保証 

 次の関係会社等について、金融機関からの借り入

れに対し債務保証を行っております。 

  

保証先 金額（千円） 内容

㈱エルシード  833,000 借入債務

計  833,000 －

保証先 金額（千円） 内容

㈱エルシード  2,000,000 借入債務

㈱エルキャスト  84,500 借入債務

計  2,084,500 －



前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

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。 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

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。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれてお

ります。 

売上高 626,924千円

受取利息 23,593千円

受取配当金 345,132千円

受取手数料 127,920千円

受取家賃 38,857千円

売上高 488,061千円

受取手数料 105,575千円

受取家賃 18,108千円

※２ 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。 

※２ 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。 

役員報酬 143,095千円

給与手当 441,530千円

賞与 66,884千円

法定福利費 67,522千円

プロジェクト販売費 306,203千円

地代家賃 130,071千円

減価償却費 22,391千円

賞与引当金繰入額 2,225千円

役員報酬 135,120千円

給与手当 205,228千円

賞与 34,529千円

法定福利費 38,945千円

プロジェクト販売費 70,160千円

地代家賃 56,302千円

減価償却費 17,734千円

賞与引当金繰入額 3,323千円

おおよその割合 おおよその割合 

販売費 28.3％

一般管理費 71.7％

 ※３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

   による簿価切下額は次の通りです。 

             売上原価        27,000千円

販売費 16.5％

一般管理費 83.5％

（株主資本等変動計算書関係）



前事業年度（自平成20年７月１日 至平成21年６月30日） 

 重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため財務諸表等規則第８条の６の規定により、記載を

省略しております。 

当事業年度（自平成21年７月１日 至平成22年６月30日） 

 重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が僅少なため旧財務諸表等規則第８条の６の規定により、記載

を省略しております。 

  

前事業年度（平成21年６月30日） 

 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。 

  

当事業年度（平成22年６月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式 千円 その他の関係会社有価証券

千円は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ

ん。 

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

582,729

36,666

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年６月30日） 

当事業年度 
（平成22年６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）

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 905

未払費用 102

未払事業税 

事務所移転費用 

7,525

10,594

その他  413

繰延税金資産（流動）合計 19,541

繰延税金資産（固定）     

関係会社株式評価損 17,609

ゴルフ会員権評価損 1,151

その他投資有価証券評価差額金  326

繰延税金資産（固定）小計 19,086

評価性引当額 △18,761

繰延税金資産（固定）合計 326

繰延税金資産合計 19,868

  （千円）

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 1,352

未払費用 153

未払事業税  3,252

繰延税金資産（流動）合計 4,757

繰延税金資産（固定）     

関係会社株式評価損 18,642

ゴルフ会員権評価損 1,151

評価性引当額 △19,794

繰延税金資産（固定）合計 －

繰延税金負債（固定）  

 その他投資有価証券評価差額金 △27

繰延税金負債合計（固定） △27

繰延税金負債（固定）の純額  △27

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1

住民税均等割 0.1

受取配当金等益金に算入されない項目 △25.6

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.2

  （％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.3

住民税均等割 0.3

関係会社株式評価損 1.1

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3



（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。 

  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭46,865 94

１株当たり当期純利益金額 円 銭17,525 86

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 銭17,019 67

１株当たり純資産額 円 銭50,465 90

１株当たり当期純利益金額 円 銭1,901 52

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 銭1,840 57

  
前事業年度

（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  447,259  50,479

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）  447,259  50,479

期中平均株式数（株）  25,520  26,547

      

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）  759  879

 （うち新株予約権）  (759) ( ) 879

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－ － 



  

前連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

（株式移転による持株会社の設立） 

 平成22年４月９日開催の臨時株主総会において、株式移転により持株会社「株式会社THEグローバル社」を設立する

ことが承認可決され、平成22年７月１日付で同社が設立され、当社は同社の完全子会社となりました。 

 また、同社は平成22年７月１日付で大阪証券取引所JASDAQ市場に上場し、当社は上場廃止となりました。 

  

持株会社の概要  

  

  

（THEグローバル社による第４回新株予約権の発行） 

 株式会社THEグローバル社（以下、「同社」という。）は、平成22年７月15日開催の同社取締役会において、会社

法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、同社の取締役および監査役に対して新株予約権を発行すること

を決議いたしました。 

 なお、平成22年７月15日開催の取締役会において決議した第４回新株予約権の発行に関する具体的内容は以下の通

りです。 

  

１．新株予約権の数 

  1,263 個 

２．新株予約権と引換えに払込む金銭 

  本新株予約権１個あたりの発行価額は、1,332円とする。 

３．新株予約権の目的となる株式 

  同社普通株式126,300株 

４．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数 

  本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権１個あたり権利行使価額 114,500円（1株当たり 1,145円）  

６．新株予約権を行使することができる期間 

  平成24年10月１日から平成32年７月14日とする。 

７．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．新株予約権の割当日 

  平成22年７月30日 

９．新株予約権の割当を受ける者及び数 

  同社取締役 5 名 1,220個 (122,000株) 

  同社監査役 3 名   43個 （ 4,300株） 

  

  

（重要な後発事象）

 商号  株式会社THEグローバル社 

 代表者  代表取締役社長 永嶋 秀和 

 本店所在地  東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 

 資本金  288百万円 

 事業内容  傘下グループ会社の経営管理等 

 決算日  ６月30日 



（THEグローバル社による第５回ストック・オプションの発行） 

 株式会社THEグローバル社（以下、「同社」という。）は、平成22年7月15日開催の同社取締役会において、会社法

第236条、第238条および第240条の規定に基づき、同社の従業員及び同社子会社の取締役及び従業員に対し、ストッ

ク・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

 なお、平成22年７月15日開催の取締役会において決議した第５回ストック・オプションの発行に関する具体的内容

は以下の通りです。 

  

１．新株予約権の数 

  1,252 個 

２．新株予約権と引換えに払込む金銭 

  本新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。 

３．新株予約権の目的となる株式 

  同社普通株式125,200株 

４．新株予約権１個あたりの目的となる株式の数 

  本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数は、100株とする。  

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  新株予約権１個あたり権利行使価額 125,000円（1株当たり 1,250円） 

６．新株予約権を行使することができる期間 

  平成24年７月30日から平成32年７月14日とする。 

７．増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

８．新株予約権の割当日 

  平成22年７月30日 

９．新株予約権の割当を受ける者 

  同社従業員      7 名  66個 （ 6,600株） 

  同社子会社の取締役  9 名 815個 （81,500株） 

  同社子会社の従業員 44 名 371個 （37,100株） 

  

  



(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

(2）その他 

 該当事項はありません。  

６．その他
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