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平成 １８ 年 ２ 月期   中間決算短信（連結） 平成１７年１０月２６日 

上 場 会 社 名 株式会社 原 弘 産 上場取引所 大阪証券取引所 
コ ー ド 番 号 ８８９４ 本社所在都道府県 山口県 
（ＵＲＬ http://www.harakosan.co.jp ） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 原  將昭 
問 合 せ 先 責 任 者   役職名 常務取締役   氏名 園田 匡克    ＴＥＬ (０８３２) ２９－８８９４ 
決算取締役会開催日 平成１７年１０月２６日 
米国会計基準採用の有無  有・ 無 
 
１ １７年８月中間期の連結業績（平成１７年３月１日～平成１７年８月３１日） 
(1) 連結経営成績                （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円   ％ 
     11,938       － 
       －         － 

百万円   ％ 
     807     － 

－         － 

百万円   ％ 
       758      － 
         －      － 

17年２月期        －        －          － 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円   ％ 
       440        － 
       －       － 

円   銭 
       12,029   20 
          －       

円   銭 
－ 
－ 

17年２月期         －            －      － 

(注)①持分法投資損益     17年８月中間期   △1百万円  16年８月中間期  － 百万円  17年２月期 － 百万円 
②期中平均株式数（連結） 17年８月中間期   36,599株  16年８月中間期     － 株  17年２月期      － 株 
③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

④当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円 
        21,037 
             － 

百万円 
           9,216 
              － 

％ 
       43.8 
         － 

円  銭 
  234,551  83 
        － 

17年２月期             －               －          －         － 

（注）期末発行済株式数（連結）17年８月中間期 39,293株    16年８月中間期 － 株    17年２月期 － 株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年８月中間期 
16年８月中間期 

百万円 
  △561 
     － 

百万円 
    16 
     － 

百万円 
         2,580 
            － 

百万円 
         3,501 
            － 

17年２月期      －      －             －             － 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
  連結子会社数  ３社    持分法適用非連結子会社数  － 社    持分法適用関連会社数  ２社 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
  連結 (新規)  －  社     (除外)  －  社     持分法 (新規) － 社    （除外） － 社 
２ 平成18年２月期の業績予想(平成１７年３月１日～平成１８年２月２８日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
    25,000 

百万円 
     2,000 

百万円 
      1,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）25,449円70銭 

 ※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては添付資料7ページをご参照ください。 
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Ⅰ．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、連結子会社３社及び関連会社２社で構成されており、不動産分譲事業、

不動産賃貸管理事業、環境事業を営んでおります。その主な事業内容と、各社の当該事業に係る位

置付けは、次のとおりであります。 

 なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。 

a.不動産分譲事業 

 当社及び連結子会社である㈱エストラストは、山口県内外において分譲マンションの販売、戸建

住宅の企画・設計・販売及び不動産の仲介業務を行っております。また㈱エストラストは分譲マン

ションの販売代理業務を行っております。 

b.不動産賃貸管理事業 

 当社は、山口県内において一般賃貸物件及び高齢者向け賃貸マンションの管理業務を行っており

ます。 

c.環境事業 

 当社は、太陽光発電システム、風力発電機、貝殻を使ったリサイクル漁礁等の販売を行っており

ます。連結子会社である住吉重工業㈱は、建設泥土・焼却灰再利用化プラント、下水道管渠布設用

立坑構築機及び減圧乾燥装置等の環境機器の製造・販売を行っております。連結子会社である

Harakosan Europe B.V.は、風力発電機の受注・設計・製作を行っております。関連会社である油谷

風力発電㈱は風力発電に係る売電事業を行っております。また関連会社である㈱石川再資源化研究

所はガラス瓶の処理並びに再生事業を行っております。 

上記の事項を事業系統図により示すと次のとおりであります。 

マンション

代金

賃貸情報 賃貸管理

賃貸料 賃貸管理料

製品
商品

代金

入
居
者

オ
ー
ナ
ー

(不動産賃貸管理事業）
　　当社

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

(不動産分譲事業）
　 　当社
　●（株）エストラスト

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

(環境事業）
　  当社
　●Harakosan Europe B.V.
　●住吉重工業（株）
　○油谷風力発電（株）
　○（株）石川再資源化研究所

  （注）●は連結子会社、○は持分法適用関連会社 



 3 

Ⅱ．経営方針  

 a．会社の経営の基本方針 

当社グループは、お客様の立場で｢住」を見つめ、様々なニーズに応えていくことが、事業を通じての「社

会への貢献」であり、当社の経営理念であります「天地に感謝・社会に奉仕」にあたるものと考えており

ます。 

当社が販売するマンションは太陽光発電システムの取り付け、室内オール電化等、住環境を十分配慮し

たものであり、セキュリティ面についても最新の設備を採用した、暮らしやすい造りであります。また当

社所有の高齢者マンションでは、介護士（有資格者）の常駐、デイサービス施設の併設に加え、オプショ

ンで多様な生活支援サービスを選択していただけるなど、｢人への優しさ」に配慮したものとなっておりま

す。 

また、｢地球へのやさしさ」という観点から、環境事業として、既存の太陽光発電システム事業や本格始

動した風力発電事業のほか、BDF装置等の新規環境商品の実用化に向けて取り組んでおります。 

当社は「地球大切宣言」を提唱し、人と環境に優しい暮らしを提供するトータルライフディベロッパー

としての責任を果たすとともに、企業価値のさらなる増大を図るべく、日 努々力してまいります。 
 

 b．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題の一つと位置付けして

おります。そのために経営成績に応じた配当実績を視野に入れつつ、企業体質の強化と今後の事

業拡大に備えるために適正な内部留保の蓄積に努めてまいります。 

 

 c．投資単位の引下げに関する考え方及び方針 

投資単位引き下げ及び当社株式の流動性の向上のため、株式分割等を視野に入れております。 

 

 d．目標とする経営指標 

当社は、経営指標として株主資本利益率（ROE）の向上を常に求めてまいります。目標数値は

15％としております。 

 

 e．中長期的な経営戦略 

当社の基幹事業でありますマンション分譲販売につきましては、そのエリアを全国へ広げ、さ

らに事業の拡大を図ってまいります。賃貸管理事業につきましては、賃貸受託の専門部署を設け

ており、さらなる管理戸数の増加を目指してまいります。また環境事業の分野では従来からの太

陽光発電システムの販売等に続き、当中間連結会計期間より本格化した風力発電事業の拡大、BDF

製造装置の生産・販売に向けて取り組んでまいります。 

不動産の流動化事業につきましては、将来 REITへの参入を視野に入れ、ノウハウの蓄積、物

件情報の収集に注力し、併せてプロパティマネージメントの一環として不動産流動化のコンサル

タント業務を推進していく所存であります。また、将来の不動産事業の柱としてのPFI事業にも

積極的に参画してまいります。 
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 f．会社の対処すべき課題 

今後のわが国経済は、企業収益の改善や、個人消費の持ち直しから、景気は回復基調を持続す

るものと予想されます。 

当社グループはこうした状況の中、既存事業の更なる充実と新規事業への取り組み等、積極的

な経営を推進し、これら事業をこなすための人材の育成と資金の効率的運用、財務体質の強化を

課題として取り組んでまいります。 

 

 g．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の効率化、ディスクロージャーの充実、経営上の意思決定と執行の分離、監査役

の権限の独立等、株主の立場に立って企業価値を最大化することをコーポレート・ガバナンスの

基本的な方針としております。 

 

h．コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、経営を監視するという観点から、監査役の権限を独立させているほか、内部監査部門

として社長直属の業務検査室を設置しており、投資家への公正かつ適切な情報開示が行われてい

るか検証するために、監査役の法令上の監査、業務検査室による業務執行の監査を定期的に行っ

ております。 

当社は委員会等設置会社ではありません。内部の統制につきましては会社の組織、各種規程に

より統制しております。 

取締役会は、取締役７名で構成しており、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる適正な

規模と考えております。毎月行われる取締役会では、経営の基本方針、法令で定められた事項、

その他重要な事項を決定するとともに各部門の業務執行状況の監督、業績の進捗確認を行ってお

り、業務執行・意志決定の迅速化を強化しております。 

当社は監査役制度を採用しております。監査役３名を選任しており、その内２名は社外監査役

であります。監査役は毎月の取締役会に出席し、取締役および各部門長の業務執行について厳正

な監視を行っております。また、監査役会を毎月開催し、監査役会としての機能が発揮できるよ

う、努めております。 

会計監査人として、あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けており、必要に応じアド

バイスを受けておりますが、体制への関与はありません。 

顧問弁護士は、複数の法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じアドバイスを受けております

が、体制への関与はありません。

業務検査

会計監査

　　内部監査

選
任
・
解
任

代表取締役社長 会計監査人

業務検査室

会計監査

社外監査役
　（２名）

経営会議
　常勤取締役（6名）
　執行役員　（2名）

株　　主　　総　　会

選任・解任 選任・解任

取締役会
　取締役（７名）

監査役会
　監査役（3名）
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Ⅲ．経営成績及び財政状態 

１. 経営成績 

    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を受けて設備投資が緩やかに増

加し、雇用の改善による個人消費の持ち直しの動きが見られるなど、緩やかな景気回復基調で

推移するものの、原油価格高騰に伴う国内外における景気への懸念、税負担増による不安から、

個人消費は依然として力強さに欠ける部分が残るなど、景気回復に向けての不透明感を払拭す

るには至りませんでした。 

    当不動産業界におきましては、投資対象として不動産に関心が高まる中、減損会計の導入な

どを背景に不動産の売却が加速したこと、またJ-REIT（不動産投資信託）市場への新規上場増

加や、不動産ファンドの増加などにより不動産流動化市場が活性化しました。また、14年連続

下落していた全国平均地価公示価格についてはその下落幅は緩やかになり、都心部などの一部

地域では商業地域から住宅地域においても上昇傾向が見られるなど、地価についても回復の兆

しが出てきております。 

    このような状況下、当社は Harakosan Europe B.V.、㈱エストラスト及び住吉重工業㈱の３

社を子会社化し、主力の分譲マンション販売の強化と、環境事業部門の拡充を図ってまいりま

した。 

その結果、当中間連結会計期間におきましては、営業収益は 119億３千８百万円、営業総利

益は15億９千６百万円、経常利益は７億５千８百万円、中間純利益は４億４千万円となりまし

た。 

    なお、当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は

行っておりません。 

    事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

                                      （単位：千円） 

事業の種類別セグメント 営業収益 構成比 

不動産分譲事業 11,219,237 94.0％ 

不動産賃貸管理事業 464,506 3.9％ 

環境事業 254,839 2.1％ 

合計 11,938,584 100.0％ 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    

① 不動産分譲事業 

当社グループでの分譲マンションの引渡は 83戸となりました。当社の引渡戸数を前年同期と

比較すると59戸減少しておりますが、契約戸数につきましては278戸と前年同期より136戸増

加し、販売状況は引続き好調に推移しました。また、分譲マンション用地として購入した神奈

川県川崎市の土地等分譲土地の販売（営業収益 8,249百万円）が大きく貢献いたしました。 

    この結果、当中間連結会計期間の営業収益は112億１千９百万円となりました。 
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   ② 不動産賃貸管理事業 

賃貸物件管理受注戸数は毎月確実に増加しており、県内でのトップの地位を引き続き維持し

ております。また、高齢者向け賃貸マンションの運営管理ならびにデイサービスセンターの利

用状況も順調に推移しております。 

以上の結果、当中間連結会計期間の営業収益は４億６千４百万円となりました。 

 

③  環境事業 

太陽光発電システム、貝殻を使ったリサイクル漁礁、環境機器の販売に加え、当中間連結会

計期間より本格始動した風力発電機の販売については、台湾からの受注分22基のうち４基を納

入しました。また、国内では島根県などで事業展開を予定しており、契約・販売に向けた取り

組みに注力してまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の営業収益は２億５千４百万円となりました。 

 

２. 財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主として、財

務活動による資金の増加により、期首残高に比べて 20 億３千２百万円増加し、35 億 1 百万円

となりました。 

     なお、当中間連結会計期間から中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前

年同期との比較は行っておりません。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、５億６千１百万円となりました。

これは、主としてたな卸資産の増加26億円、仕入債務の減少５億６千８百万円及び法人税等の

支払２億８千３百万円によるものです。また増加要因としては、売上債権の減少による収入が

19億４千３百万円ありました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動から得られた資金は１千６百万円となりました。これ

は、主として出資金の売却７億７千４百万円及び投資有価証券の売却２億４千８百万円による

ものです。また減少要因としては、貸付金の貸付６億５千５百万円、出資金の購入１億７千万

円及び投資有価証券の購入による支出１億６千２百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動から得られた資金は 25億８千万円となりました。これ

は、主として長期借入金として 25億９千３百万円、新株予約権付社債発行により 30億円を調

達したためであります。また減少要因としては、長期借入金の返済による支出が25億４千８百

万円ありました。 
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３.通期の見通し 

今後のわが国経済は、原油高に伴う影響等の懸念材料はあるものの、企業収益の改善による

設備投資の拡大や、雇用拡大による個人消費の持ち直しから、緩やかな景気回復基調で推移す

るものと思われます。 

このような状況の中、当社グループは常に先進性のある事業展開を心がけ、主力の分譲マン

ション販売では、山口県内にとどまらず、首都圏・九州・中国・四国を中心に事業展開してお

りますが、今後も広域展開してまいります。また、環境事業に関しましては、将来の収益の柱

としての風力発電機の販売に注力するとともに、BDF 製造装置の生産・販売に向けた準備を行

ってまいります。 

当社は今後も攻めの姿勢を崩さず、グループ全社をあげて業績の向上、企業価値の向上に取

り組んでまいります。 

なお、通期の連結業績見通しにつきましては、営業収益 250億円、経常利益20億円、当期純

利益10億円を見込んでおります。 
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Ⅳ. 中間連結財務諸表等 

１. 中間連結財務諸表 

(１) 中間連結貸借対照表 

 

  
当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２ 3,835,063  

２ 受取手形及び営業未収入金 ※４ 752,367  

３ たな卸資産 ※２ 10,987,493  

４ その他  1,111,586  

５ 貸倒引当金  △5,343  

流動資産合計  16,681,168 79.3 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,444,250  

(2) 土地 ※２ 1,279,933  

(3) その他  109,597  

有形固定資産合計  2,833,781 13.5 

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  271,621  

(2) その他  232,678  

無形固定資産合計  504,300 2.4 

３ 投資その他の資産    

(1) その他 ※２ 1,114,873  

(2) 貸倒引当金  △96,339  

投資その他の 
資産合計 

 1,018,533 4.8 

固定資産合計  4,356,616 20.7 

資産合計  21,037,784 100.0 
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当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び営業未払金  991,785  

２ 短期借入金 ※２ 3,912,058  

３ １年内償還予定社債  40,000  

４ 賞与引当金  29,400  

５ その他  1,319,887  

流動負債合計  6,293,130 29.9 

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  710,000  

２ 長期借入金 ※２ 4,271,210  

３ 退職給付引当金  186,030  

４ 役員退職慰労引当金  69,916  

５ その他  260,197  

固定負債合計  5,497,354 26.1 

負債合計  11,790,485 56.0 

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  31,006 0.2 

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  6,034,908 28.7 

Ⅱ 資本剰余金  1,688,071 8.0 

Ⅲ 利益剰余金  1,452,373 6.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  72,057 0.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定  △4,880 △0.0 

Ⅵ 自己株式  △26,238 △0.1 

  資本合計  9,216,292 43.8 

負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 21,037,784 100.0 
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(２) 中間連結損益計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益   11,938,584 100.0 

Ⅱ 営業原価   10,342,032 86.6 

営業総利益   1,596,551 13.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  789,097 6.6 

営業利益   807,454 6.8 

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  3,493   

 ２ 受取配当金  121,882   

 ３ 有価証券売却益  14,721   

 ４ その他  5,704 145,802 1.2 

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  118,704   

 ２ 社債発行費  30,313   

 ３ その他  45,978 194,996 1.6 

経常利益   758,260 6.4 

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入  4,591 4,591 0.0 

税金等調整前中間純利益   762,851 6.4 

法人税、住民税及び事業税  325,207   

法人税等調整額  3,300 328,507 2.7 

少数株主損失   5,914 0.0 

中間純利益   440,257 3.7 
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(３) 中間連結剰余金計算書 

 

  

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   187,630 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 新株予約権付社債の新株予約権の

行使による増加高 
 1,499,997  

 ２ 自己株式処分差益  443 1,500,440 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   1,688,071 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,138,729 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間純利益  440,257 440,257 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  65,429  

２ 役員賞与  30,000  

３ 持分法適用関連会社増加に伴う

減少高 
 31,184 126,614 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   1,452,373 
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(４) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

   
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間純利益  762,851 

２ 減価償却費  56,176 

３ 貸倒引当金の増加額又は減少額(△)  △4,591 

４ 賞与引当金の増加額又は減少額(△)  2,200 

５ 退職給付引当金の増加額又は減少額(△)  △820 

６ 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)  5,716 

７ 受取利息及び受取配当金  △125,376 

８ 支払利息  118,704 

９ 有価証券売却益  △14,721 

10 売上債権の増加額(△)又は減少額  1,943,913 

11 たな卸資産の増加額(△)又は減少額  △2,600,972 

12 仕入債務の増加額又は減少額(△)  △568,003 

13 その他  204,376 

小計  △220,545 

14 利息及び配当金の受取額  100,608 

15 利息の支払額  △128,403 

16 役員賞与の支払額  △30,000 

17 法人税等の支払額  △283,528 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △561,870 
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期性預金の預入による支出  △23,746 

２ 定期性預金の払戻による収入  17,042 

３ 有形固定資産の取得による支出  △35,845 

４ 投資有価証券の売却による収入  248,000 

５ 投資有価証券の取得による支出  △162,986 

６ 連結子会社の取得による支出  △6,676 

７ 貸付金の貸付による支出  △655,000 

８ 貸付金の回収による収入   54,156 

９ 出資金の購入による支出  △170,000 

10 出資金の売却による収入  774,571 

11 その他  △23,106 

投資活動によるキャッシュ・フロー  16,408 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の増加額又は減少額(△)  △389,000 

２ 長期借入金の借入による収入  2,593,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △2,548,630 

４ 配当金の支払額  △65,429 

５ 新株予約権付社債の発行による収入  3,000,000 

６ 自己株式の純増（△）減  △9,412 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,580,527 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,406 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  2,032,658 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,468,769 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,501,428 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ３社 

 連結子会社の名称 

  Harakosan Europe B.V. 

  ㈱エストラスト 

  住吉重工業㈱ 

 

Harakosan Europe B.V.は新規設立により、㈱エストラ

ストは株式取得により、当中間連結会計期間から連結の範

囲に含めております。 

なお、住吉重工業㈱は、上期末に株式取得をしたため、

中間貸借対照表のみ連結の範囲に含めております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用した関連会社  ２社 

 関連会社の名称 

  油谷風力発電㈱ 

  ㈱石川再資源化研究所 

 

３ 連結子会社の中間決算日等

に関する事項 

 Harakosan Europe B.V.及び住吉重工業㈱の中間決算日

は６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在

の中間財務諸表を使用しております。なお、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本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。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっております。  

 

 ②デリバティブ 

時価法によっております。 

 

 ③たな卸資産 

主として個別法による原価法によっております。 
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

 （2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しておりま

す。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。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附

属設備を除く)については定額法を採用しております。 

 

②無形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しておりま

す。なお、償却年数については、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。 

ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用して

おります。 

 

③長期前払費用 

当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しておりま

す。 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、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

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

②賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与支給に備え

るため、支給見込額基準により計上しております。 

 

③退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期間末の退職給付債務(簡便法

による中間期末自己都合要支給額)を計上しておりま

す。 

 

④役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

 

（4）重要なリース取引の処理方法 

  当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

 （5）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっ

ております。 

   なお、固定資産に係る控除対象外消費税は長期前払 

 消費税（投資その他の資産の「その他」）に計上し、

５年間で均等償却を行っております。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的

な投資であります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年８月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額        1,237,376千円 

 

※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,084千円

たな卸資産 7,285,229千円

建物 1,343,132千円

土地 1,055,212千円

投資その他の資産の｢その他｣ 45,100千円

 計 9,938,759千円

 

  上記に対応する債務 

短期借入金 2,881,000千円

長期借入金 5,046,488千円

(１年内返済長期借入金を含む) 

 計 7,927,488千円

 

３ 債務保証 

被保証者  保証金額 

株式会社 明和不動産 1,800,000千円

医療法人 徳裕会 850,000千円

金融機関からの借入に対する保証であります。 

 

   ※４ 受取手形裏書譲渡高 

       70,275千円 

 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

支払手数料 178,177千円

広告宣伝費 43,628千円

販売促進費 32,254千円

役員報酬 64,200千円

給与手当 134,471千円

賞与引当金繰入額 13,660千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,716千円

福利厚生費 33,237千円

租税公課 44,687千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

 

１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定 3,835,063千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び定
期積金 

△333,634千円 

現金及び現金同等物 3,501,428千円 
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(リース取引関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

  
有形固定資産 
(工具器具備品) 

(千円) 
 

合計 
(千円) 

取得価額相当額 69,078 69,078

減価償却累計額相当額 27,175 27,175

中間期末残高相当額 41,902 41,902
  
 

(２)未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 13,302千円

１年超 28,600千円

合計 41,902千円

  (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等

に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

 

(３)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,907千円

減価償却費相当額 6,907千円
 
 

(４)減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料(支払) 

１年内 9,000千円

１年超 106,500千円

合計 115,500千円
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成17年８月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 117,430 238,669 121,238 

その他 6,029 5,442 △586 

合計 123,460 244,111 120,651 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
摘要 

その他有価証券 
 非上場株式 
 優先出資証券 

 
90,700 

135,000 
 

 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 

区分 種類 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 
 買建 
金利スワップ取引 
 変動受取・固定支払 

1,600,000 
(372) 

 
500,000 

1,600,000 
(372) 

 
500,000 

 
372 

 
△3,198 

 
△62,667 

 
△3,198 

 合計 
2,100,000 

(372) 
2,100,000 

(372) 
△2,826 △65,866 

(注)（ ）内は、中間連結貸借対照表に計上した支払いキャップ料であります。 
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

 全セグメントの営業収益の合計、営業利益の合計額に占める不動産分譲事業の割合が、いずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

海外営業収益 

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

１株当たり純資産額 234,551円83銭 

１株当たり中間純利益金額 12,029円20銭 

  

(注) １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎 

 当中間連結会計期間 

中間純利益(千円) 440,257 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

(うち利益処分による役員賞与金)(千円) ― 

普通株式に係る中間純利益(千円) 440,257 

期中平均普通株式数(株) 36,599.10 

 

(重要な後発事象) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 
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Ⅴ. 生産、受注及び販売の状況 

１ 販売実績 

  当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま

す。 

事業の種類別セグメント 金額(千円) 前年同期比(％) 

不動産分譲事業 11,219,237 ― 

不動産賃貸管理事業 464,506 ― 

環境事業 254,839 ― 

合   計 11,938,584 ― 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりませ

ん。 




