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平成 １９ 年 ２ 月期    決算短信（連結）           平成 19年４月 20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 財務・経営企画室長 氏名 浜崎 裕治    ＴＥＬ (0832) 29－8894 
決算取締役会開催日 平成 19年４月 20日 
 
米国会計基準採用の有無  有・無                                           
 
１． 19 年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成 19年２月 28日） 
(1)連結経営成績                      ※百万円未満を切捨表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19 年２月期 
18 年２月期 

52,841  （103.9） 
25,911    ―  

3,433      (82.9) 
1,877    ―  

3,065      (61.1) 
1,903    ―  

 
 

当期純利益 
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 

経 常 利 益 率 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

19 年２月期 
18 年２月期 

1,959    (93.1) 
1,014   ―  

15,463  58 
8,411  29 

15,413 03
－   

16.2  
13.2  

6.1  
7.9  

5.8  
7.3  

(注) ①持分法投資損益       19年２月期      ２百万円   18年２月期       △１百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 19年２月期   126,695株       18 年２月期   113,518 株 
     ③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
      ④売上高，営業利益，経常利益，当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率を示してお

ります。 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19 年２月期 
18 年２月期 

69,745   
30,713   

14,768   
9,639   

20.9  
31.4  

113,830  25 
81,284  25 

(注) 期末発行済株式数(連結) 19 年２月期   128,295 株   18年２月期      117,850 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          

 

 
百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年２月期 
18 年２月期 

△3,637    
△5,079    

△5,640    
375    

19,422    
6,174    

13,129    
2,941    

 
(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   10社 持分法適用非連結子会社数  ― 社 持分法適用関連会社数  ３社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   ６社 (除外)   ２ 社    持分法 (新規)  １ 社 (除外)  ― 社 
 
２．20年２月期の連結業績予想（平成 19年３月１日～平成20年２月 29日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 
通期 

34,000   
80,000   

1,100   
4,800   

600   
2,650    

  (参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 17,671円 38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。１株当たり予想当期純利益（通期）につきましては、平成 19年２月 22 日付で発行した新株予約権付社債

がすべて行使されたと仮定して算出しております。なお、業績予想に関連する事項につきましては添付資料の 8ページを御参照くだ

さい。 
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Ⅰ．企業集団の状況 

 当社グループは、当社、子会社 11 社（うち連結子会社 10 社）及び関連会社３社（うち持分法適

用関連会社３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、

事業の種類別セグメントと同一区分であります。 

a.不動産分譲事業 

 当社及び連結子会社である株式会社エストラスト及び株式会社ベツダイは、分譲マンションの販

売、戸建住宅の企画・設計・販売及び不動産の販売・仲介業務を、また、株式会社エストラスト及

び株式会社ベツダイは分譲マンションの販売代理業務を行っております。連結子会社である株式会

社原弘産ＰＦＩインヴェストメントはＰＦＩ事業にかかるプロジェクトのとりまとめ等を行ってお

ります。連結子会社である別大都市開発事業協同組合は、不動産販売等に係る事務管理を行ってお

ります。また、連結子会社である井上投資株式会社は不動産の売買・仲介及び有価証券の売買を行

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。連結子会社である株式会社ベツダイは、大分県内において一般賃貸物件及び分譲マンション

の管理業務を行っております。連結子会社である株式会社原弘産ライフサービス及び株式会社レー

ベックは老人ホーム等の運営・管理を行っております。また、有限会社ニューハーバー・プロパテ

ィー・ホールディングスは不動産信託受益権による不動産の収入を得ております。 

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株式会社は、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・組立を行っております。関連会社である油

谷風力発電株式会社は風力発電による売電事業を行っております。関連会社である株式会社石川再

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。また関連会社である湖南湘電風

能有限公司は風力発電機の受注・主要部品の製造・組立を行うため新規設立しております。 
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事業の系統図は次のとおりであります。 

マンション

代金

手数料

　●株式会社原弘産ＰＦＩインヴェストメント

賃貸情報 賃貸管理

賃貸料 賃貸管理料

製品
商品

代金

(環境事業）
　  当社
　●Harakosan Europe B.V.
　●住吉重工業株式会社
　○油谷風力発電株式会社
　○株式会社石川再資源化研究所
　○湖南湘電風能有限公司

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

　●有限会社ニューハーバー・プロパティー・
　　ホールディングス

　●井上投資株式会社

入
居
者

(不動産賃貸管理事業）
　　当社
　●株式会社ベツダイ
　●株式会社原弘産ライフサービス
　●株式会社レーベック

オ
ー
ナ
ー

(不動産分譲事業）

    当社
　●株式会社エストラスト
  ●株式会社ベツダイ

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

  ●別大都市開発事業協同組合

公
共

 
  （注）●は連結子会社、○は持分法適用関連会社 
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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

社所有の高齢者向け賃貸マンションでは、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づけてお

ります。そのために経営成績に応じた配当実施を視野に入れつつ、経営基盤の強化及び今後の事

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 

投資単位の引き下げは、株式市場における流動性を高め、個人投資家層の市場参入を促進する

ことで適正な株価形成を促すためには有効な施策であると認識しており、今後の株式市場の動向、

当社株価水準等を考慮し、株式分割等を検討していく方針です。 

 

 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

20％としております。 

 

 e．中長期的な経営戦略 

当社グループ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、そのエリアを日本

全国へと広げ、さらなる事業の拡大を図ってまいります。また、本格始動したPFI事業へも積極

的に参入し、地域に密着した事業を展開してまいります。賃貸管理事業につきましては、管理戸

数の増大及びウィークリー顧客の取り込みを目指し、また、高齢者住宅（老人ホーム）等の運営・

管理を首都圏にとどまらず全国展開してまいります。環境事業の風力発電関係では、国内やヨー

ロッパに留まらず合弁会社を通じて中国市場での受注活動を積極的に行い、またインド、南米市

場への展開も図ってまいります。将来的には、現在の主力事業である不動産分譲事業から環境事

業へとその経営資源のシフトを図るべく基盤整備に努めてまいります。 
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 f．会社の対処すべき課題 

既存事業のさら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。 

また、健全かつ効率的経営のため、法令順守の徹底、コーポレート・ガバナンスの強化、リス

ク管理体制の強化及び内部統制システムの整備を図ってまいります。 

さらには、グループ会社との連携を一層強化し、双方のメリットを十分に生かした経営管理に

注力し、業績向上及び企業価値の向上につとめてまいります。 

 

g．親会社等に関する事項 

   当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

h．その他、会社の経営上の重要な事項 

記載すべき事項はありません。
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Ⅲ．経営成績及び財政状態 

１. 経営成績 

    当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景として、設備投資の増加や雇

用環境の改善による個人消費の増加等、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、原油

価格の乱高下や金利の上昇不安等により、先行きの不透明感を完全に払拭するには至りません

でした。 

不動産業界におきましては、主要都市を中心に地価の上昇が顕著に現れ、公示地価について

は全国平均で 16年ぶりに上昇するなど、事業用地の仕入競争が一層激しさを増してきました。

一方、金利の先高感や雇用環境の改善等に起因し住宅需要はシニア層や団塊ジュニアを中心に

旺盛となり、平成18年の新設住宅着工戸数は 129万戸（対前年比4.4％増）と４年連続増加し、

９年ぶりの高水準となりました。また、主要都市の空室率改善や賃料上昇等を背景として、国

内外からの投資マネーの流入により不動産投資市場は引き続き拡大基調で推移しました。 

 このような状況下、当社は顧客第一主義を徹底し、顧客ニーズに適応した付加価値の高いマ

ンション供給を中心に積極的な営業活動を展開するとともに、事業拡大のため販売戸数の増加

を図りました。また、大型の需要が見込まれる中国市場での風力発電事業に参入するため、中

国企業と合弁会社「湖南湘電風能有限公司」（持分法適用関連会社）を新規設立し、風力発電機

の受注活動を積極的に行いました。 

その結果、当連結会計年度におきましては、営業収益は 528 億４千１百万円（前年同期比

103.9％増）、営業利益は 34 億３千３百万円（前年同期比 82.9％増）、経常利益は 30 億６千５

百万円（前年同期比61.1％増）、当期純利益は19億５千９百万円（前年同期比93.1％増）とな

りました。 

 

    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 47,725,511 90.3％ 

不動産賃貸管理事業 2,008,694 3.8％ 

環境事業 3,107,696 5.9％ 

合計 52,841,903 100.0％ 

   （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総引渡戸数は 647戸となり前期と比較すると 126戸の増

加となりました。当社の引渡戸数は 611戸となり前期と比較すると 133戸増加し、販売状況は

引き続き好調に推移しました。 

また、東京都内や九州で仕入れた大型の販売用土地の販売も好調に推移しました。 

    この結果、当連結会計年度の営業収益は 477 億２千５百万円（前年同期比 98.3％増）、営業

利益は 44億９千万円（前年同期比70.4％増）となりました。 



 - 7 -

 

   ② 不動産賃貸管理事業 

当社での賃貸物件管理受注戸数は毎月確実に増加しており、安定した収益を計上しておりま

す。また、高齢者向け賃貸マンション及びウィークリーの利用状況も順調に推移しております。 

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は20億８百万円（前年同期比78.5％増）、営業利益

は６億９千８百万円（前年同期比201.0％増）となりました。 

 

③  環境事業 

太陽光発電システム、環境関連機器の販売に加え、風力発電機の販売については、国外では

台湾からの受注分 22基のうち残り 14基全てを納入し、フィンランドのヴィアウインド社から

はセミオフショア風力発電機３基を受注しております。また、中国との合弁企業である湖南湘

電風能有限公司を新規設立し、中国市場での風力発電機の受注活動を積極的に展開し、37基を

正式受注いたしました。さらには、インドのジョティ社と、当社の持つ風車設備の技術とノウ

ハウについての技術移転契約を締結し、拡大を続けるインド風車市場への参入の足固めを行い

ました。一方、国内では、北海道室蘭市に２基受注のうち１基を納入しました。また、島根県

での受注分 12 基の工事に着手し、基礎工事を完了いたしました。さらには、三重県において

19基の受注内示を得ております。このように、国内外を問わず、受注活動を積極的に行ってま

いりました。 

この結果、当連結会計年度の営業収益は 31 億 7 百万円（前年同期比 332.4％増）、営業利益

は１億２千６百万円（前連結会計年度は、２億６千１百万円の営業損失）となりました。 

 

２. 財政状態 

当連結会計年度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 101 億８千３百万円増加（前年同期比 591.6％

増）し、131億２千９百万円（前年同期比346.4％増）となりました。 

      

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは36億３千７百万円の支出とな

り、前年同期と比べ14億４千２百万円の支出の減少となりました。これは、主としてたな卸資

産の増加64億１千３百万円、税金等調整前当期純利益の増加32億８千９百万円によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは 56億４千万円の支出となり、

前年同期と比べ60億１千６百万円の支出の増加となりました。これは、主として連結子会社の

取得24億１百万円、投資有価証券の取得 23億８千９百万円、有形固定資産の取得 13億１千３

百万円によるものです。 



 - 8 -

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動から得られた資金は194億４千２百万円となり、前年同期

と比べ 132億４千８百万円の増加となりました。これは、主として長期借入金 136億３千８百

万円、新株予約権付社債の発行により60億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65億９千１百万円ありました。 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成18年２月期 平成19年２月期 

自己資本比率（％） 31.4 21.2 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
138.1 37.5 

債務償還年数（年） ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 

※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 
 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 １．各指標は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。 

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出して
おります。 

 ３．いずれも営業キャッシュ・フローがマイナスとなっておりますので、債務償還年数及びイ
ンタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。  

 

３.次期の見通し 

今後のわが国経済は、企業収益の改善に伴う雇用の回復等により、景気は引き続き回復基調

で推移するものと思われます。不動産業界においては、地価上昇に伴う販売価格への転嫁、金

利上昇等の懸念材料はあるものの、住宅需要については引き続き好調に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・中国地方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。 

当社グループ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 800億円、経常利益48億円、当期純

利益26億５千万円を見込んでおります。 

 

４.事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項であっても、投資者の投

資判断上重要または有益であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示

の観点からも記載しております。なお、当社は、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所存であります。 

本項において、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度現在にお
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いて当社が判断したものであります。 

 

①不動産市況等の影響について 

当社グループの主要事業である分譲マンション事業は、景気動向、金利動向、地価動向、新

規供給物件動向、不動産販売価格動向、住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪

化、税制の変更、大幅な金利の上昇、あるいは急激な地価の下落の発生等、諸情勢に変化があ

った場合には、購買者のマンション購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、当社

グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

また、上記経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが

上昇した場合には、当社グループの事業利益が圧迫され、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

②有利子負債への依存及び金利動向の影響について 

当社グループは、分譲マンション用地の取得資金及び建築費の一部を、主として金融機関か

らの借入金により調達しているため、有利子負債への依存度が高い水準にあります。今後、当

社としては、資金調達手段の多様化に積極的に取り組むとともに、自己資本の充実に注力する

方針ではありますが、現行の金利が予想以上に上昇した場合には、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。 

 

③個人情報の管理について 

当社グループは、分譲マンションや賃貸物件の契約者等、顧客の個人情報を多く取扱う立場

にあります。個人情報保護法施行に伴い、社内教育の徹底とＩＴ関連のセキュリティ面強化等、

個人情報の管理には十分留意しており、個人情報が漏洩する危険性は極めて低いと考えており

ますが、万一何らかの原因により情報が流出した場合には、当社への損害賠償請求や信用の低

下等により、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

ファイル名:020_927005/05/18 3:56 印刷日時:0 

④海外での事業展開について 

当社グループは風力発電機の販売を海外ではヨーロッパ、中国及びアジア諸国で行っており

ます。そのためあらゆるリスクへの対応を行いますが、各国での予期しない法律または税制の

改正、政策等の変更、テロ・戦争、その他社会的混乱等が発生した場合には、当社グループの

経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤企業買収、戦略的提携について 

当社は、既存の事業を拡大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事

業戦略の一環として企業買収や資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。企業買収や

戦略的提携の実施に際しては十分な検討を行いますが、買収・提携後の事業計画が当初計画通り

に進捗しない場合には、業績に悪影響を与える可能性があります。 
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⑥代表取締役社長 原將昭への依存について 

従来は、当社の創業者である原將昭の強力なリーダーシップにより業績を上げてまいりました

が、内部組織の改正、規程の改訂による権限の移譲等を行い、原將昭への依存度の低下を図って

おります。しかし、万一の事故等により当社業務の遂行が困難となった場合、一時的に風評リス

クが発生する可能性はありますが、事業自体への影響は無いと考えます。 

 

⑦人材確保について 

当社は急激な企業成長により、それに伴う中途採用が増加したこともあり、従業員の平均勤続

年数が2.62年（平成19年２月28日現在）となっております。当社の既存事業を継続的に運営し、

また、新規事業の発展に向けて取り組むためには、優秀な人材確保がますます必要であると考え

ます。しかし、当社の求める人員の確保や育成ができない場合、あるいは現在在職している人材

が流出するような場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑧為替レートの変動について 

当社グループは、ヨーロッパ及びアジアからの受注の増加が予想されること、及び当社と海外

子会社間の取引を主に外貨建てで行っているため、為替レートの変動が当社グループの製品の海

外市場における競争力、採算、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨法的規制について 

当社グループの中には、「宅地建物取引業法」、「国土利用計画法」、「建築基準法」、「都

市計画法」、「不当景品類及び不当表示防止法」等の法規制を受けており、これらの規制の改廃

がある場合や、新たな法規制が設けられる場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展

開に影響を及ぼす可能性があります。 
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Ⅳ. 連結財務諸表等 

１. 連結財務諸表 

(１) 連結貸借対照表 
 

    
前連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成19年２月28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 ※３  3,302,188   13,499,635  

  ２ 受取手形及び営業未収入金 ※２  7,239,636   6,775,741  

  ３ たな卸資産 ※３  14,209,273   18,766,304  

  ４ 繰延税金資産    66,721   169,533  

  ５ その他    563,203   529,310  

  ６ 貸倒引当金    △20,475   △ 8,582  

流動資産合計    25,360,548 82.6  39,731,942 57.0  

Ⅱ 固定資産         

  １ 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※３ 2,986,021   4,683,102   

    減価償却累計額   1,124,855 1,861,166  1,201,769 3,481,333  

(2) 機械装置及び運搬具   487,500   630,884   

    減価償却累計額   426,189 61,311  451,611 179,272  

(3）土地 ※３  1,722,633   2,626,504  

(4）その他   157,875   315,625   

   減価償却累計額   96,722 61,153  133,643 181,982  

有形固定資産合計    3,706,264 12.1  6,469,093 9.3  

２ 無形固定資産         

 (1）連結調整勘定    423,272   1,887,239  

 (2) その他    227,756   664,315  

無形固定資産合計    651,029 2.1  2,551,554 3.6  

３ 投資その他の資産         

 （1）信託土地建物   ―   16,992,537  

 （2）投資有価証券 ※１  403,297   3,065,575  

 （3）長期貸付金    287,994   289,404  

   (4) 繰延税金資産    35,053   44,272  

  （5）その他   435,752   650,714  

  （6）貸倒引当金    △ 165,988   △ 49,992  

投資その他の資産合計    996,110 3.2  20,992,511 30.1  

固定資産合計    5,353,403 17.4  30,013,159 43.0  

資産合計    30,713,952 100.0  69,745,102 100.0 
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前連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成19年２月28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 支払手形及び営業未払金    4,303,305   3,727,608  

２ 短期借入金 ※３   5,269,000   9,847,000  

３ １年内返済予定長期借入金 ※３   2,734,262   7,154,861  

４ １年内償還予定社債    40,000   40,000  

５ 未払法人税等    778,086   1,455,635  

６ 未払消費税等    13,436   64,378  

７ 賞与引当金    25,496   28,708  

８ 役員賞与引当金   ―   27,300  

９ その他    1,822,419   1,798,250  

流動負債合計    14,986,006 48.8  24,143,743 34.6  

Ⅱ 固定負債         

１ 社債    690,000   650,000  

２ 新株予約権付社債   ―   6,000,000  

３ 長期借入金 ※３   4,610,397   19,222,573  

４ 退職給付引当金    224,381   135,551  

５ 役員退職慰労引当金    74,491   74,683  

６ 繰延税金負債    574   1,509,134  

７ 連結調整勘定    71,818   109,737  

８ その他    358,836   3,131,477  

固定負債合計    6,030,499 19.6  30,833,159 44.2  

負債合計    21,016,506 68.4  54,976,903 78.8  

          
（少数株主持分）         

少数株主持分    58,047 0.2  ― ― 

          
(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※５   6,034,908 19.6   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金    1,688,071 5.5   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金    1,928,718 6.3   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    24,102 0.1   ― ― 

Ⅴ 為替換算調整勘定    2,228 0.0   ― ― 

Ⅵ 自己株式 ※６   △ 38,631 △0.1   ― ― 

  資本合計    9,639,397 31.4   ― ― 

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
   30,713,952 100.0   ― ― 
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前連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成19年２月28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    ― ―  7,659,238 11.0  

 ２ 資本剰余金    ― ―  3,380,616 4.8  

 ３ 利益剰余金    ― ―  3,491,360 5.0  

 ４ 自己株式    ― ―  △ 878 △0.0  

   株主資本合計    ― ―  14,530,337 20.8  

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １ その他有価証券評価差額金    ― ―  34,622 0.0  

 ２ 為替換算調整勘定    ― ―  38,890 0.1  

   評価・換算差額等合計    ― ―  73,513 0.1  

Ⅲ 新株予約権     ― ―  37,095 0.1  

Ⅳ 少数株主持分     ― ―  127,251 0.2  

   純資産合計     ― ―  14,768,199 21.2  

 負債純資産合計     ― ―  69,745,102 100.0 
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(２) 連結損益計算書 

 

    

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 

 

 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

(％) 
金額（千円） 

百分比 

(％) 

Ⅰ 営業収益         

 １ 不動産販売高   23,958,121   43,685,909   

 ２ 完成工事高   108,797   4,039,602   

 ３ 賃貸事業収入   1,125,385   2,008,694   

 ４ 商品売上高   718,781 25,911,084 100.0 3,107,696 52,841,903 100.0 

Ⅱ 営業原価         

 １ 不動産販売原価   20,613,099   38,485,098   

 ２ 完成工事原価   98,725   3,520,674   

 ３ 賃貸事業原価   775,172   1,265,549   

 ４ 商品売上原価   586,018 22,073,016 85.2 2,404,883 45,676,206 86.4  

   売上総利益    3,838,068 14.8  7,165,696 13.6  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,960,439 7.6  3,732,190 7.1 

   営業利益    1,877,629 7.2  3,433,506 6.5  

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息   5,714   6,683   

 ２ 受取配当金   140,686   32,443   

 ３ 有価証券売却益   102,144   79,440   

 ４ 連結調整勘定償却額   6,528   29,066   

 ５ 持分法による投資利益   289   2,226   

 ６ 為替差益  ―   102,959   

 ７ その他   105,894 361,259 1.4 173,567 426,387 0.8  

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息   234,484   633,854   

 ２ 社債発行費   30,313   16,301   

 ３ 為替差損   1,056   ―   

 ４ 持分法による投資損失   1,390   200   

 ５ 貸倒引当金繰入  ―   6,830   

 ６ その他   67,824 335,069 1.3 136,790 793,977 1.5  

経常利益    1,903,820 7.3  3,065,915 5.8  
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日) 

 

 

 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

(％) 
金額（千円） 

百分比 

(％) 

Ⅵ 特別利益         

 １ 投資有価証券売却益   49,700   2,600   

 ２ 出資金売却益  ―   50,000   

 ３ 債務免除益  ―   171,835   

 ４ 前期損益修正益 ※３ ― 49,700 0.2 80,979 305,414 0.6  

Ⅶ 特別損失         

 １ 投資有価証券売却損   413   ―   

 ２ 投資有価証券評価損  ―   18,939   

 ３ 固定資産除却損 ※２ 802   442   

 ４ 持分変動損  ―   23,145   

 ５ 役員退職慰労金  ―   208   

 ６ 棚卸資産評価損  ― 1,215 0.0 39,386 82,122 0.2 

   税金等調整前当期純利益    1,952,304 7.5  3,289,208 6.2  

   法人税、住民税及び事業税   953,251   1,584,561   

   法人税等調整額   △31,421 921,829 3.5 △274,564 1,309,996 2.5 

   少数株主利益    15,638 0.1  20,038 0.0 

   当期純利益    1,014,835 3.9  1,959,172 3.7 
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(３) 連結剰余金計算書 

 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28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 1,500,441 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   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 当期純利益  1,014,835 1,014,835 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  163,662  

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 
 31,184 224,847 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,928,718 
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（４）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

株主資本  
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計  

平成18年2月28日残高（千円） 6,034,908 1,688,071 1,928,718 △ 38,631 9,613,066  

連結会計年度中の変動額       

 新株の発行 1,624,330 1,624,330   3,248,660  

 剰余金の配当   △340,513   △340,513   

 利益処分による役員賞与   △60,000   △60,000   

 当期純利益   1,959,172  1,959,172  

 自己株式の取得    △911,781 △911,781  

 自己株式の処分  68,215   949,534 1,017,750  

 その他   3,983  3,983  

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額) 
 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
1,624,330 1,692,545 1,562,642 37,753 4,917,271  

平成19年2月28日残高（千円）  7,659,238 3,380,616 3,491,360 △878 14,530,337  

       

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年2月28日残高（千円） 24,102 2,228 26,331 ― 58,047 9,697,445 

連結会計年度中の変動額       

 新株の発行      3,248,660 

 剰余金の配当      △340,513  

 利益処分による役員賞与      △60,000  

 当期純利益      1,959,172 

 自己株式の取得      △911,781 

 自己株式の処分      1,017,750 

 その他      3,983 

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額) 
10,520 36,661 47,182  37,095 69,204 153,480 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
10,520 36,661 47,182 37,095  69,204 5,070,753 

平成19年2月28日残高（千円） 34,622 38,890 73,513 37,095  127,251 14,768,199 



ファイル名:06.キャッシュフロー 新.doc 更新日時:4/20/2007 4:29:00 PM 印刷日時:07/04/20 16:30 

 - 18 - 

(５) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

    
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28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     

 １ 税金等調整前当期純利益   1,952,304 3,289,208 

 ２ 減価償却費   137,784 218,128 

  ３ 連結調整勘定償却   21,879 120,497 

 ４ 貸倒引当金の増加額又は減少額（△）   9,728 △57,888 

 ５ 賞与引当金の増加額又は減少額（△）   △2,816 3,211 

 ６ 退職給付引当金の増加額又は減少額（△）   △10,556 △50,635 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額又は減少額（△）   10,291 191 

 ８ 受取利息及び受取配当金   △146,401 △39,126 

 ９ 支払利息   234,484 633,854 

 10 為替差損益   888 477 

 11 持分法による投資損益   1,100 △2,025 

 12 固定資産除却損   802 442 

 13 有価証券売却益   △102,144 △79,440 

 14 投資有価証券売却益   △49,700 △2,600 

 15 投資有価証券評価損  ― 18,939 

 16 出資金売却益  ― △50,000 

 17 投資有価証券売却損   413 ― 

 16 売上債権の増加額（△）又は減少額   △4,407,372 496,815 

 17 たな卸資産の増加額（△）又は減少額   △5,849,815 △6,413,555 

 18 仕入債務の増加額又は減少額（△）   2,533,766 △494,588 

 19 役員賞与の支払額   △30,000 △60,000 

 20 その他   1,234,240 353,176 

     小計   △4,461,121 △2,114,916 

 21 利息及び配当金の受取額   146,365 25,188 

 22 利息の支払額   △261,407 △643,079 

 23 法人税等の支払額   △503,764 △904,770 

   営業活動によるキャッシュ・フロー   △5,079,927 △3,637,577 
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前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28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     

 １ 定期性預金の預入による支出   △312,087 △370,014 

 ２ 定期性預金の払戻による収入   284,636 361,982 

 ３ 有形固定資産の取得による支出   △80,926 △1,313,747 

 ４ 無形固定資産の取得による支出   △12,859 △487,168 

 ５ 投資有価証券の売却による収入   485,162 796,366 

 ６ 投資有価証券の取得による支出   △275,418 △2,389,152 

 ７ 出資金の取得による支出   △180,030 △500,160 

 ８ 出資金の売却による収入   1,010,000 570,150 

 ９ 連結子会社の取得による収入    59,283 155,505 

 10 連結子会社の取得による支出  ― △2,401,646 

 11 貸付金の貸付による支出  △694,811 △29,000 

 12 貸付金の回収による収入   59,474 91,279 

 13 その他   33,247 △125,143 

     

   投資活動によるキャッシュ・フロー   375,671 △5,640,750 

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（△）   1,174,000 4,384,189 

 ２ 長期借入金の借入による収入   6,641,000 13,638,510 

 ３ 長期借入金の返済による支出   △4,435,335 △6,591,711 

 ４ 社債の償還による支出   △20,000 △40,000 

 ５ 新株予約権付社債の発行による収入   3,000,000 6,000,000 

 ６ 新株の発行による収入  ― 3,283,660 

 ７ 配当金の支払額   △163,662 △340,513 

 ８ 自己株式の純増（△）減  △21,806 ― 

 ９ 自己株式の購入による支出  ― △911,850 

10 自己株式の売却による収入  ― 69 

   財務活動によるキャッシュ・フロー   6,174,196 19,422,352 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   2,495 39,488 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)   1,472,435 10,183,513 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,468,769 2,941,205 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加  ― 4,400 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高   2,941,205 13,129,120 
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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17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ６社 

 連結子会社の名称 

  Harakosan Europe B.V. 

  ㈱エストラスト 

  住吉重工業㈱ 

  別大コミュニティー㈱ 

  ㈱原弘産ライフサービス 

  ㈱ベツダイ 

  
Harakosan Europe B.V.及び㈱原弘

産ライフサービスは新規設立によ

り、㈱エストラスト、住吉重工業

㈱、別大コミュニティー㈱及び㈱ベ

ツダイは株式取得により、当連結会

計年度から連結の範囲に含めており

ます。 

なお、住吉重工業㈱は、株式のみ

なし取得日を平成17年６月末とした

ため、損益計算書は平成17年７月１

日から平成17年12月31日までを連結

の範囲に含めております。別大コミ

ュニティー㈱は、株式のみなし取得

日を平成17年９月末としたため、損

益計算書は平成17年10月１日から平

成18年２月28日までを連結の範囲に

含めております。㈱ベツダイは、株

式のみなし取得日を平成18年２月末

としたため、平成18年２月末の貸借

対照表のみ連結の範囲に含めており

ます。 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社 

㈱トラストコミュニティ 

別大不動産販売㈱ 

㈱ランドスケープ別大 

別大都市開発事業協同組合 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社４社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためでありま

す。 

 

(1) 連結子会社の数 10社 

 連結子会社の名称 

Harakosan Europe B.V. 

㈱エストラスト 

住吉重工業㈱ 

㈱原弘産ライフサービス 

㈱ベツダイ 

㈱原弘産PFIインヴェストメント 

別大都市開発事業協同組合 

㈱レーベック 

井上投資㈱ 

㈲ニューハーバー・プロパティ

ー・ホールディングス 

 

 ㈱原弘産PFIインヴェストメントは

新規設立により、㈱レーベックは株式

取得により、井上投資㈱は株式交換に

より、別大不動産販売㈱及び別大都市

開発事業協同組合は重要性が増したこ

とにより、また、㈲ニューハーバー・

プロパティー・ホールディングスは当

連結会計年度より「投資事業組合に対

する支配力基準及び影響力基準の適用

に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第20号 平成18年９月８日）を適

用したことにより、当連結会計年度か

ら連結の範囲に含めております。 

 なお、㈱ベツダイ、別大コミュニテ

ィー㈱及び別大不動産販売㈱は、平成

18年８月１日付で、㈱ベツダイを存続

会社とする吸収合併をしております。 

 

 

(2) 主要な非連結子会社 

㈱トラストコミュニティ 

 

 

 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

２社 

 関連会社の名称 

  油谷風力発電㈱ 

  ㈱石川再資源化研究所 

 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社の名称 

㈱トラストコミュニティ 

別大不動産販売㈱ 

㈱ランドスケープ別大 

別大都市開発事業協同組合 

持分法を適用しない理由 

  持分法非適用会社は、それぞれ当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金等(持分に見合う額)に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 

 

(3) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認められ

る事項 

  持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。  

(1) 持分法を適用した関連会社数 

３社 

 関連会社の名称 

  油谷風力発電㈱ 

  ㈱石川再資源化研究所 

  湖南湘電風能有限公司 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称 

㈱トラストコミュニティ 

㈱福岡管理センター 

 

 

持分法を適用しない理由 

  持分法非適用会社は、それぞれ当

期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金等(持分に見合う額)に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 

 

(3) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認められ

る事項 

  持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。 

 

３ 連結子会社の決算日等に

関する事項 

 

 Harakosan Europe B.V.、住吉重工

業㈱及び㈱原弘産ライフサービスの

決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、上記決算日現在の財務諸表を使

用しております。なお、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。 

 また、別大コミュニティー株式会

社及び株式会社ベツダイの決算日は

３月31日であるため、連結決算日現

在で決算に準じた仮決算を行ってお

ります。 

 

 Harakosan Europe B.V.、住吉重工

業㈱、㈱原弘産ライフサービス、㈱原

弘産PFIインヴェストメント、㈱レー

ベック及び㈲ニューハーバー・プロパ

ティー・ホールディングスの決算日は

12月31日であります。なお、㈱ベツダ

イは８月１日付での合併により決算月

を12月に変更しております。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、上記決算日現在の財務諸表を使

用しております。なお、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。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

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 

    連結会計年度末日の市場価

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デリバティブ取引により生じる

正味の債権及び債務の評価基準

及び評価方法 

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。 

 

(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 

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。 

(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 

連結会計年度末日の市場価

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。 

   時価のないもの 

    同左 

  

②デリバティブ取引により生じる

正味の債権及び債務の評価基準

及び評価方法 

   同左 

 

③たな卸資産 

   同左 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

③長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費 

支出時に全額費用処理する方

法を採用しております。 

 

 ②――― 
 
 

 

③社債発行費 

支出時に全額費用処理する方

法を採用しております。 

 

(4) 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――― 

 

 

 

 

 

 

④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、当連結会計年度末の退職給

付債務(簡便法による期末自己都

合要支給額)を計上しておりま

す。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

①――― 

 

 

 

 ②株式交付費 

支出時に全額費用処理する方

法を採用しております。 

 

③社債発行費 

同左 

 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

  同左 

  

 

 

 

③役員賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度に見合う

分を計上しております。 

 

④退職給付引当金 

  同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 ⑤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、当社の内規

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 

(5)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。 

 

(6)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 当社及び国内連結子会社は、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役員退職慰労引当金 

 同左 

 

 

 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

(6)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

①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 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 

連結調整勘定は、原則５年間で均

等償却することとしております。 

連結調整勘定は５年から20年の期

間で均等償却しております。 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 

連結剰余金計算書は、連結会社の

利益処分について、連結会計年度中

に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

 

――― 

８ 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。 

 

同左 
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会計処理の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18月３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

 

――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は14,603,851千円であります。 

連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年

度における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表

等規則により作成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

当連結会計年度から「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年５月31日 企業

会計基準適用指針第11号）を適用しております。 

これにより、株式報酬費用37,095千円が費用とし

て計上され、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用しております。 

  この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ、

27,300千円減少しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18月３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

 

――― 

 

（投資事業組合等への出資に係る会計処理） 

  当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支

配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告第20号 平成18年９月８日）

を適用しております。 

  この基準の適用により、連結の範囲に含めなかっ

た場合に比べ、当連結会計年度末の総資産が              

15,737,234千円、売上高が254,618千円、売上総利

益が226,320千円、営業利益が145,085千円、経常利

益が41,153千円、税金等調整前当期純利益が41,153

千円、当期純利益が39,864千円それぞれ増加してお

ります。 

 

 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17月３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18月３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

 

――― 

 

 前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ロー「自己株式の純増（△）減」にて表示しておりま

したが、当連結会計年度において記載の重要性が増し

たため、当連結会計年度より「自己株式の購入による

支出」及び「自己株式の売却による収入」に区分掲記

することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「自己株式の購入による支

出」は22,335千円で、「自己株式の売却による収入」

は529千円であります。 
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(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 
 (平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

※１  非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式)   27,740千円 

出資金           2,250千円 

※１  非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式)   712,870千円 

 

 

※２ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高      13,954千円 

受取手形裏書譲渡高   16,678千円 

 

※２ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高      80,807千円 

受取手形裏書譲渡高   19,042千円 

 

※３ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,113千円 

たな卸資産 7,662,287千円 

建物及び構築物 1,557,081千円 

土地 926,354千円 

 計 10,355,837千円 

 

上記に対応する債務  

短期借入金 2,299,000千円 

長期借入金 7,000,383千円 

(１年内返済予定長

期借入金を含む) 
 

 計 9,299,383千円 

 

４ 債務保証 

被保証者  保証金額 

医療法人徳裕会  839,980千円 

株式会社明和不動産  1,800,000千円 

江津ウィンドパワー

株式会社 
 130,000千円 

金融機関からの借入に対する保証であります。 

 

※５ 発行済株式数    普通株式  118,298株 

 

※６ 自己株式の保有数  普通株式   447.89株 

 

※３ 担保に供している資産 

現金及び預金 210,142千円 

たな卸資産 13,466,945千円 

建物及び構築物 2,726,713千円 

土地 1,559,945千円 

 計 17,963,747千円 

 

上記に対応する債務  

短期借入金 4,787,000千円 

長期借入金 10,291,839千円 

(１年内返済予定長

期借入金を含む) 
 

 計 15,078,839千円 

 

４ 債務保証 

被保証者  保証金額 

医療法人徳裕会  825,676千円 

江津ウィンドパワー

株式会社 
 1,320,000千円 

金融機関からの借入に対する保証であります。 

 

 

※５ ――― 

 

※６ ――― 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28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 332,520千円 

広告宣伝費 137,813千円 

販売促進費 43,747千円 

役員報酬 152,078千円 

給与手当 332,761千円 

貸倒引当金繰入額 9,728千円 

賞与引当金繰入額 15,563千円 

退職給付費用 21,059千円 

役員退職慰労引当金繰入額 10,291千円 

福利厚生費 73,759千円 

租税公課 270,771千円 

減価償却費 88,573千円 

連結調整勘定償却 28,408千円 

 

 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

機械装置及び運搬具 698千円 

その他 104千円 

計 802千円 
 

※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 424,393千円 

広告宣伝費 204,917千円 

販売促進費 82,435千円 

役員報酬 161,943千円 

給与手当 715,539千円 

貸倒引当金繰入額 2,992千円 

賞与引当金繰入額 24,876千円 

退職給付費用 19,699千円 

役員退職慰労引当金繰入額 8,733千円 

福利厚生費 125,488千円 

租税公課 522,988千円 

減価償却費 136,460千円 

連結調整勘定償却 149,563千円 

研究開発費 338,120千円 

貸倒損失 1,704千円 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま 

す。 

建物及び構築物 45,000千円 

機械装置及び運搬具 157,511千円 

その他 240,000千円 

計 442,511千円 

  

※３ 前期損益修正益の内容は、次のとおりでありま 

す。 

    在外子会社における過年度在庫受入額の修正

によるものであります。   
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(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17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,302,188千円 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金 
△360,982千円 

現金及び現金同等物 2,941,205千円 
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 13,499,635千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金 
△370,514千円

現金及び現金同等物 13,129,120千円
 

 

２ 重要な非資金取引の内容 

  新株予約権付社債に付された新株予約権の行使 

新株予約権の行使による資

本金増加額 
1,612,502千円 

新株予約権の行使による資

本準備金増加額 
1,499,997千円 

新株予約権の行使による新

株予約権付社債の減少額 
3,112,500千円 

 

 

２ 重要な非資金取引の内容 

株式交換による子会社株式の取得 

 自己株式減少額         949,534千円 

 自己株式処分差益         68,215千円 

 井上投資㈱株式の取得価額   1,017,750千円 

 

 

 

 

３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式交換により新たに有限会社ニューハーバー・

プロパティー・ホールディングスを連結したことに

伴う、連結開始時の資産及び負債の内訳は次のとお

りです。 

 

 

流動資産 

固定資産  

連結調整勘定 

流動負債 

固定負債 

2,388,723千円 

17,010,021千円 

1,079,155千円 

△2,607,631千円 

△13,148,268千円 

ニューハーバー 

株式取得価額 

4,722,000千円 

ニューハーバー現

金同等物 

△2,320,353千円 

ニューハーバー取

得のための支出 

2,401,646千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 118,298.49 10,000.00 ― 128,298.49 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使による増加  10,000株 

 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 447.89 3,005.80 3,450.20 3.49 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

端株の買取りによる増加         5.80株 

自己株式の買付けによる増加   3,000.00株 

 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

端株の買増請求による減少   0.20株 

株式交換による減少   3,450.00株 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる 

株式の種類 前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度末残高

（千円） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
普通株式 ― ― ― ― 37,095 

提出会社 2012年満期円貨建転換

社債型新株予約権付社

債 

普通株式 ― 21,665 ― 21,665 ― 

合計 ― 21,665 ― 21,665 37,095 

（注）１．上記新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

   ２．2012年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の増加は社債の新規発行によるものです。 
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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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年５月18日 

定時株主総会 
普通株式 215,666千円 1,830円 平成18年２月28日 平成18年５月19日 

平成18年10月20日 

取締役会 
普通株式 124,847千円 1,000円 平成18年８月31日 平成18年11月20日 

（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 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年４月12日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 192,442千円 1,500円 平成19年２月28日 平成19年５月28日 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28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 

当額及び期末残高相当額 

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 

当額及び期末残高相当額 

 

有形 

固定資産

(工具器

具備品) 

(千円) 

無形 

固定資産

(ソフト

ウェア) 

(千円) 

合計 
(千円) 

取 得 価 額
相当額 

69,078 4,284 73,362 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 

33,878 1,071 34,949 

期 末 残 高
相当額 

35,200 3,213 38,413 

    
 

 

有形 

固定資産 

(工具器

具備品) 

(千円) 

無形 

固定資産 

(ソフト 

ウェア) 

(千円) 

合計 
(千円) 

取 得 価 額
相当額 

69,998 4,284 74,282 

減 価 償 却
累 計 額 相
当額 

44,428 1,785 46,213 

期 末 残 高
相当額 

25,570 2,499 28,069 

    
 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

  

(２)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,056千円 

１年超 24,356千円 

合計 38,413千円 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース

料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。 

(２)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,628千円 

１年超 13,441千円 

合計 28,069千円 

  (注) 未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース

料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 13,302千円 

減価償却費相当額 13,302千円 
 

(３)支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 13,914千円 

減価償却費相当額 13,914千円 
 

  

(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。 

(４)減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

  

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 102,000千円 

合計 111,000千円 
 

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 93,000千円 

合計 102,000千円 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（平成18年２月28日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 取得原価 (千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 (千円) 

株式 55,890 98,155 42,264 連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 小計 55,890 98,155 42,264 

株式 18,706 16,902 △1,804 

その他 1,000 948 △51 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 19,706 17,850 △1,855 

合計 75,597 116,006 40,409 

 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

485,162 49,700 413 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

141,550 

 優先出資証券 108,000 

社債 10,000 

 

 

当連結会計年度（平成19年２月28日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 取得原価 (千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 (千円) 

株式 1,144,236 1,236,040 91,803 連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 小計 1,144,236 1,236,040 91,803 

株式 302,154 268,449 △33,704 

その他 1,000 959 △40 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 303,154 269,409 △33,744 

合計 1,447,390 1,505,449 58,059 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 
 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

796,366 2,600 ― 
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３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
 

 連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 712,870 

その他有価証券 
 非上場株式 

837,255 

社債 10,000 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

   ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(ストック・オプション等関係) 

   ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

（自 平成17月３月１日 
 至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18月３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、社内積立による退職金規定に基づく退職一時

金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年2月28日現在) 

①退職給付債務 224,381千円  

②退職給付引当金 224,381千円  

 （注）退職給付債務の算定にあたり、期末自己都 

    合要支給額を退職給付債務とする簡便法を 

    採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  （自 平成17年３月1日 至 平成18年２月28日） 

退職給付費用 22,505千円 

  （注）退職給付費用の算定方法として簡便    

法を採用しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   当社及び国内連結子会社は簡便法を採用してい

るため、基礎率等について記載しておりません。 

   

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   同左 

 

 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成19年2月28日現在) 

①退職給付債務 135,551千円  

②退職給付引当金 135,551千円  

 （注）退職給付債務の算定にあたり、期末自己都 

    合要支給額を退職給付債務とする簡便法を 

    採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  （自 平成18年３月1日 至 平成19年２月28日） 

退職給付費用 21,359千円 

  （注）退職給付費用の算定方法として簡便    

法を採用しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  同左 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

（自 平成17月３月１日 
 至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成18月３月１日 

  至 平成19年２月28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 

  (繰延税金資産) 

未払事業税 53,427千円 

賞与引当金 10,301千円 

退職給付引当金 106,029千円 

役員退職慰労引当金 30,094千円 

ゴルフ会員権評価損否認 14,146千円 

その他 73,857千円 

繰延税金資産小計 287,855千円 

評価性引当額 △170,069千円 

繰延税金資産合計 117,786千円 

  

   

 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 16,585千円 

繰延税金負債合計 16,585千円 

繰延税金資産純額 101,200千円 
 

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 

  (繰延税金資産) 

未払事業税 115,221千円 

賞与引当金 11,598千円 

退職給付引当金 51,430千円 

役員退職慰労引当金 30,172千円 

ゴルフ会員権評価損否認 14,146千円 

 未実現利益 47,676千円 

 税務上の繰越欠損金 551,469千円 

その他 50,955千円 

繰延税金資産小計 872,670千円 

評価性引当額 △646,041千円 

繰延税金資産合計 226,629千円 

  

  (繰延税金負債) 

連結子会社資産時価評価差

額 
1,268,268千円 

その他有価証券評価差額金 253,690千円 

繰延税金負債合計 1,521,958千円 

繰延税金負債純額 1,295,329千円 
 

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な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
0.3％ 

過年度法人税等 1.6％ 

評価性引当額 6.2％ 

その他 △1.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
47.2％ 

  

 

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な項目別の内訳 

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百分の五以下である

ため注記を省略しております。 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 不 動 産 

分譲事業 

（千円） 

不動産賃貸 

管 理 事 業 

（ 千 円 ） 

環境事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全  社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 営業収益及び営業損益 

営業収益 

（1）外部顧客に 

対する営業収益  

（2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 

 

 

 

24,066,918 

 

― 

 

 

 

1,125,385 

 

― 

 

 

 

718,781 

 

― 

 

 

 

25,911,084 

 

― 

 

 

 

― 

 

― 

 

 

 

 

25,911,084 

 

― 

計 24,066,918 1,125,385 718,781 25,911,084 ― 25,911,084 

営業費用 21,432,219 893,264 980,303 23,305,787 727,668 24,033,455 

営業利益又は営業損失

（△） 

2,634,699 232,120 △261,522 2,605,297 （727,668） 1,877,629 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 

  資産   

 

 

21,602,699 

 

 

2,540,606 

 

 

2,994,439 

 

 

27,137,746 

 

 

3,576,205 

 

 

30,713,952 

減価償却費 6,714 44,119 76,823 127,657 10,127 137,784 

資本的支出 4,396 140,702 283,939 429,038 21,554 450,593 

（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な内容 

      （１）不動産分譲事業・・・ マンション分譲、戸建住宅の企画・設計・販売、不動産    

の仲介 

    （２）不動産賃貸管理事業・・ 一般賃貸物件及び高齢者向け賃貸マンションの管理・斡旋 

    （３）環境事業・・・ ・・・・風力発電機、太陽光発電システム、その他環境機器 

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727,668千円で

あり、その主なものは、当社の一般管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,576,205千円であり、その

主なものは、当社の現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

 不 動 産 

分譲事業 

（千円） 

不動産賃貸 

管 理 事 業 

（ 千 円 ） 

環境事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全  社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 営業収益及び営業損益 

営業収益 

（1）外部顧客に 

対する営業収益  

（2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 

 

 

47,725,511 

 

― 

 

 

2,008,694 

 

― 

 

 

3,107,696 

 

― 

 

 

52,841,903 

 

― 

 

 

― 

 

― 

 

 

52,841,903 

 

― 

計 47,725,511 2,008,694 3,107,696 52,841,903 ― 52,841,903 

営業費用 43,234,720 1,309,963 2,981,004 47,525,688 1,882,707 49,408,396 

営業利益 4,490,791 698,730 126,691 5,316,214 (1,882,707) 3,433,506 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 

  資産   28,865,177 24,704,410 5,915,562 59,485,150 10,259,952 69,745,102 

減価償却費 33,907 65,345 49,748 149,001 69,126 218,128 

資本的支出 28,923 1,818,088 465,852 2,312,865 894,857 3,207,722 

（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な内容 

      （１）不動産分譲事業・・・ マンション分譲、戸建住宅の企画・設計・販売、不動産    

の販売・仲介 

    （２）不動産賃貸管理事業・・ 一般賃貸物件及び高齢者向け賃貸マンションの管理・斡旋 

    （３）環境事業・・・ ・・・・風力発電機、太陽光発電システム、その他環境機器の販売 

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1,882,707千円

であり、その主なものは、当社の一般管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は10,259,952千円であり、そ

の主なものは、当社の現金及び預金、投資有価証券及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める日本の割合が、

いずれも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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める日本の割合が、

いずれも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。 

 

３ 海外営業収益 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28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。 

 

当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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。 
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

（１） 役員及び個人主要株主等 

(単位：千円) 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金
又は 

出資金 
 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 

割合（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

被債務保証 
(注)1 

231,400 ― ― 

原 將昭 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

被所有 
直接8.23 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

506 ― ― 

川本 孝信 ― ― 当社取締役 
被所有 
直接0.09 

― ― 
工事 請負契
約 
(注)2 

17,142 ― ― 

大迫 益男 ― ― 当社取締役 ― ― ― 
印刷物の 
発注 
(注)2 

4,777 
(注)4 

― ― 

賃貸 物件の
管理 
(注)2 

2,601 ― ― 

役員及 
びその 
近親者 

原 南見江 
(注)３ 

― ― 当社従業員 
被所有 
直接7.60 

― ― 

土地 の賃借
(注)2 

1,462 ― ― 

  (注)  １ 当社は金融機関等からの債務に対して、当社代表取締役原將昭から個人として債務保証を受けており    

        ます。なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保提供を行っておりません。 

     ２ 賃貸物件の管理、土地の賃借、工事請負契約及び印刷物の発注については、市場価格を勘案して一般

の取引条件と同様に決定しております。 

     ３ 原南見江は、当社代表取締役原將昭の配偶者であります。 

     ４ 印刷物の発注に係わる取引金額については、大迫益男が当社取締役に在任中で、かつ大迫益男が株式

会社ゼンリンプリンテックスの代表取締役社長に就任していた平成17年６月までの期間に対応する金

額であります。 

     ５ 上記の取引金額には、消費税等は含んでおりません。 
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当連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

（１） 役員及び個人主要株主等 

(単位：千円) 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金
又は 

出資金 
 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 

割合（％） 
役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

被債務保証 
(注)1 

266,228 ― ― 

原 將昭 ― ― 
当社 
代表取締役 
社長 

被所有 
直接7.56 

― ― 

賃貸物件の
管理(注)2 

574 ― ― 

賃貸物件の
管理(注)2 

2,581 ― ― 

土地の賃借
(注)2 

1,462 ― ― 原 南見江 
(注)３ 

― ― 当社従業員 
被所有 
直接6.39 

― ― 

不動産の 
売買(注)2 

18,320 ― ― 

役員及 
びその 
近親者 

原 次松 
(注)４ 

― ― 当社従業員 
被所有 
直接0.15 

― ― 
工事請負 
契約(注)2 

3,000 ― ― 

  (注)  １ 当社は金融機関等からの債務に対して、当社代表取締役原將昭から個人として債務保証を受けており    

        ます。なお、当社は当該債務保証について保証料の支払及び担保提供を行っておりません。 

     ２ 賃貸物件の管理、土地の賃借、不動産の売買及び工事請負契約については、市場価格を勘案して一般

の取引条件と同様に決定しております。 

     ３ 原南見江は、当社代表取締役原將昭の配偶者であります。 

     ４ 原次松は、当社代表取締役原將昭の兄であります。 

     ５ 上記の取引金額には、消費税等は含んでおりません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 81,284円 25銭 113,830円 25銭 

１株当たり当期純利益金額 8,411円 29銭 15,463円 58銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

  
潜在株式がないため記載してお
りません。 

15,413円 03銭 

（注１） 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。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 1,014,835 1,959,172 

普通株主に帰属しない金額(千円) 60,000 ― 

(うち利益処分による役員賞与金) 

(千円) 
（60,000） （―） 

普通株式に係る当期純利益(千円) 954,835 1,959,172 

普通株式の期中平均普通株式数(株) 113,518.30 126,695.91 

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) ― 415.5 

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 

― 

潜在株式の種類 

（新株予約権２種類） 

潜在株式の数 

（11,219株） 

 



ファイル名:07.セグメント情報.doc 更新日時:4/20/2007 4:12:00 PM 印刷日時:07/04/20 16:24 

  - 41 - 

(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

１ 新株予約権を発行する件 

 当社は、平成18年３月３日開催の取締役会決議に

基づき、株式会社原弘産第１回新株予約権（第三者

割当）を下記要領にて平成18年３月20日に発行いた

しました。平成18年４月30日までに新株予約権500個

の権利行使に伴い10,000株の新株式を発行し、資本

金及び資本準備金がそれぞれ1,624,330千円増加しま

した。なお、新株予約権の残個数は平成18年４月30

日現在で500個あります。 

 (1) 新株予約権の名称 

   株式会社原弘産第１回新株予約権（第三者割

当） 

 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式20,000株（新株予約権１個につき

20株） 

 (3) 発行する新株予約権の総数 

1,000個 

 (4) 新株予約権の発行価額 

１個につき70,000円 

 (5) 行使請求期間 

平成18年３月22日から平成20年３月21日 

 (6) 新株予約権の割当先 

メリルリンチ日本証券株式会社 1,000個 

 

２ ストック・オプションとして新株予約権を発行す

る件  

 当社は、平成18年５月18日開催の定時株主総会

において、会社法第238条及び第239条の規定に基

づき、当社の取締役、監査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。 

 

 

――― 
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前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 

決議年月日 平成18年５月18日 

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役、監査役及び従業

員を対象として、取締役会決議

により決定する。 

新株予約権の目的となる株式の

種類 
普通株式 

株式の数 1,400株を上限とする。 

新株予約権の 

行使時の払込金額 
 （注）1 

新株予約権の 

行使期間 

平成21年６月１日から平成26年

５月30日までの期間で、取締役

会決議により決定する。 

新株予約権の行使の条件  （注）2 

新株予約権の譲渡に関する事項  権利の譲渡・相続の禁止 

 (注) 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産（金銭に限

る。）の価額（以下「出資価額」という。）は、当該時点におけ

る目的株式数1株当たりの出資価額（以下「行使価額」という。）

に目的株式数を乗じた金額とし、当初行使価額は、新株予約権の

割当日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の大阪証券取引所に

おける当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日を除く。）に1.10を乗じた金額（1

円未満の端数を切り上げる。）（当該平均値が新株予約権の割当

日の前日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、

当該終値）とする。ただし、いかなる場合においても、出資価額

は当初出資価額を上回らない。 

当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社

は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満

の端数を切り上げる。 
 

1 

 調整後行 

使価額 
＝ 

調整前行 

使価額 
× 

無償割当、 

分割又は 

併合の比率 
 
(注) 2  新株予約権の行使の条件 

① 本新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役、監査役又

は従業員の地位を喪失した場合、その後、本新株予約権を行

使することができない。ただし、任期満了による退任、定年

退職の場合は、この限りではない。 

② 本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することが

できない。 

③ 前項の規定にかかわらず、本新株予約権者は、大阪証券取引

所における当社普通株式の終値が、当該時点において有効な

行使価額を50％以上下回る期間が6か月継続した場合は、その

後、本新株予約権を行使することができない。 

 

――― 
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Ⅴ. 生産、受注及び販売の状況 

１ 生産実績 

  当連結会計年度における環境事業の生産実績は次のとおりであります。なお、不動産分譲事業及び

不動産賃貸管理事業は生産活動を行っておりません。 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

比較増減 

 

金額(千円) 金額(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

環境事業 478,717 1,814,375 1,335,658 279.0 

合   計 478,717 1,814,375 1,335,658 279.0 

  （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２ 受注実績 

当連結会計年度における受注状況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。

なお、不動産賃貸管理事業は受注活動を行っておりません。 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

比較増減 
事業の種類別 
セグメント 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

受注高 
(千円) 

受注残高 
(千円) 

不動産分譲事業 27,162,362 6,433,146 46,692,557 5,400,192 19,530,195 △1,032,954 

環境事業 2,079,976 1,591,956 14,194,153 12,678,413 12,114,177 11,086,457 

合   計 29,242,338 8,025,103 60,886,711 18,078,605 31,644,372 10,053,502 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 

３ 販売実績 

    当連結会計年度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。 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

比較増減 
事業の種類別 
セグメント 

金額(千円) 金額(千円) 金額（千円） 前年同期比(％) 

不動産分譲事業 24,066,918 47,725,511 23,658,593 98.3 

不動産賃貸管理事業 1,125,385 2,008,694 883,309 78.4 

環境事業 718,781 3,107,696 2,388,915 332.4 

合   計 25,911,084 52,841,903 26,930,818 103.9 

(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 




