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平成 18 年 12 月期   中間決算短信（連結）           平成 18 年 8 月 21 日 

上 場 会 社 名        東京建物不動産販売株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号        3225 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ  http://www.ttfuhan.co.jp/ ）

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 井上 克正  

問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務取締役管理本部長 氏名 渡辺 浩志 ＴＥＬ (03)3342－6277

決算取締役会開催日 平成 18 年 8 月 21 日  

親会社等の名称 東京建物株式会社（コード番号：8804） 親会社等における当社の議決権所有比率 98.1％

米国会計基準採用の有無 無  
 
１． 18 年 6 月中間期の連結業績（平成 18 年 1 月 1日～平成 18 年 6 月 30 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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

9,159 
5,570 

64.4
－

2,182
758

187.9
－

2,084
654

218.6
－

17 年 12 月期 13,379 2,044 1,897
 
 

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 

 百万円 ％ 円  銭 円  銭

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

1,445 
279 

418.1
－

78.76
279.02

－
－

17 年 12 月期 1,264 1,232.78 －
  
(注) ①持分法投資損益 18 年 6 月中間期 － 百万円 17 年 6 月中間期 － 百万円
  17 年 12 月期 － 百万円  
 ②期中平均株式数(連結) 18 年 6 月中間期 18,356,508 株 17 年 6 月中間期 1,000,000 株
  17 年 12 月期 1,003,364 株  
 ③会計処理の方法の変更 無  
 ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 ⑤17 年 6 月中間期における対前年中間期増減率については、17 年 6 月中間期から中間連結財務諸表を作成

しているため、記載を省略しております。 
  
(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

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

22,888 
17,643 

5,435 
3,105 

23.7 
17.6 

  296.09 
3,105.77 

17 年 12 月期 37,285 4,136 11.1 4,028.24
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 6月中間期 18,356,508 株 17 年 6 月中間期 1,000,000 株
  17 年 12 月期 1,019,806 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 

18 年 6 月中間期 
17 年 6 月中間期 

△16,116 
△4,705 

14,961 
△1,366 

519 
6,197 

1,171 
793 

17 年 12 月期 18,285 △19,892 2,744 1,805 
 
(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 6 社  持分法適用非連結子会社数 － 社  持分法適用関連会社数 － 社  
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) 3 社 (除外) － 社  持分法(新規) － 社 (除外) － 社 
 
２．18 年 12 月期の連結業績予想（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通    期 17,100 2,400 1,630 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 74 円 92 銭 
なお、18 年 12 月期の１株当たり予想当期純利益は、上場による公募株式数 3,400,000 株を含めた
期末発行済株式数 21,756,508 株により算出しております。 

 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は、添付資料 9 ページをご参照下さい。 

h0307892
ＦASF（15ｍｍ）
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１．企業集団の状況  

 

当社グループは、当社及び子会社６社で構成され、不動産の仲介、アセットソリューション、販売受

託、賃貸を主な事業の内容とする総合不動産流通グループであります。 

当社の親会社は東京建物株式会社であり、当社は同社が開発・分譲するマンション、戸建住宅等を同

社より委託を受けて販売しております。また、当社は同社より本社事務所等を賃借しております。 

当社グループの業務にかかる位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は以下の通りであります。 

  

 (仲介事業) 

当社は、首都圏及び関西圏を中心として、不動産の売買仲介、賃貸仲介及び土地の有効利用等のコン

サルティングなどの仲介業務を行っております。主力である法人仲介（ホールセール）においては、事

業法人等の資産売却・購入、収益不動産等の売買仲介等を行っております。個人仲介（リテール）にお

いては、主として中古戸建・中古マンションの売買仲介を行っております。 

  

 (アセットソリューション事業) 

当社及び子会社は、法人仲介等において不動産情報を入手し、価値の増加が見込まれると判断した不

動産を取得し、付加価値を向上させて再販する買取仲介業務を行っております。なお、販売用不動産等

の取得に際しては、ＳＰＶ（※）を利用する場合があります。 

また、当社は、収益不動産等に投資するファンドに一部出資し、賃貸収入及び売却益を配当により受

け取るとともに、ファンドによる収益不動産等の購入時及び売却時における仲介機会の獲得を図ってお

ります。 

※ＳＰＶ（Special Purpose Vehicle）：特別目的会社等の様々な形態により証券化、借入あるいは投資を受け

るための媒体。 

  

 (販売受託事業) 

当社は、首都圏及び関西圏を中心として、東京建物株式会社をはじめとするデベロッパー等が開発・

分譲するマンション・戸建住宅等の販売代理及び販売受託業務を行っております。 

  

 (賃貸事業) 

当社は、首都圏及び関西圏を中心として、オーナー等から受託したマンション等の賃貸管理業務、転

貸業務（サブリース）及び社宅管理代行業務等を行っております。 
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事業の系統図は、以下の通りであります。 

  

 

２．経営方針  

 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、常にお客様の立場に立ってレベルの高い行き届いたサービスを創出し、提供しつづ

けることによってお客様から幅広く、継続して厚い信頼・高い評価を頂き、「お客様評価 No.1 の総合不

動産流通企業」として社会に広く認められる企業を目指しております。 

 

（２） 会社の利益分配に関する基本方針 

配当政策については、経営基盤並びに財務体質の強化のため内部留保の充実に努めるとともに、今後

の経営環境、事業展開及び業績の推移等を総合的に勘案の上、株主各位に対する安定的な利益還元に努

めていくことを基本方針としております。 

当期については、収益力の強化と安定した経営基盤の構築に全社を挙げて取り組み、１株当たり 14 円

の期末配当を予定しておりますが、中間配当については、通期実績に基づいて利益配当をすべく、その

実施は見送っております。 

 

（３） 中期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標、対処すべき課題 

① 基本方針 

当社グループは、目指すべき姿として「お客様評価No.1の総合不動産流通企業」を掲げております。

その実現に向けて当社グループは、「情報基盤の強化と顧客基盤の拡大による収益機会の拡大」「サ

ービスの質の向上」「人材の質量を拡充」を実践してまいります。 

② 重点施策 

人材の採用を拡大するとともに、社員研修の拡充などにより人材育成に努めて、サービスの質の向

上を図ってまいります。 
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③ 事業戦略 

不動産投資市場の発展拡大に伴い、主力の法人仲介の戦力強化と法人仲介との連携によるアセット

ソリューション事業による買取仲介等に積極的に取り組んでまいります。当社グループは仲介事業、

アセットソリューション事業、販売受託事業、賃貸事業の4事業のコラボレーションにより、総合不

動産流通企業として総合力を発揮してまいります。 

 

1)仲介事業 

・法人仲介 不動産情報基盤の強化と顧客基盤の拡大 

・個人仲介 営業力の強化による仲介手数料の増大 

2)アセットソリューション事業 

・法人仲介の情報基盤に基づき、価値の増加が見込まれると判断した不動産の購入及び再販 

・収益不動産に投資するファンドへの一部出資により、仲介機会及び賃貸管理機会の獲得 

3)販売受託事業 

・東京建物案件を中心に販売受託案件の受注拡大 

・高品質な営業力と歩留まりの高い販売力の強化による販売効率の向上 

4)賃貸事業 

・都区部の高級マンションへの取り組みを強化 

・プロパティマネジメント案件の獲得を強化 

 

④ 数値目標 

当社グループは、平成16年1月策定の現中期事業計画において、「更なる業績の飛躍と企業の成長を

目指して、当社の株式上場を成長戦略として位置付け、全社一丸となって収益志向の企業体質に加速

していくとともに、経営体質の強化を図る」を基本スタンスとしました。その実現に向け、当社グル

ープは各事業領域において事業の拡大と収益力の強化を図ってまいりました。また、成長戦略として

掲げておりました株式上場については、平成18年7月に東京証券取引所市場第二部への上場を果たし

ております。 

当社グループは、「お客様評価No.1の総合不動産流通企業」を目指して、新たに平成19年12月期を

初年度とする3ヵ年の中期事業計画を策定する予定であります。 
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（４） 親会社等に関する事項 
 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の  

議決権所有割合

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

東京建物㈱ 親会社 98.1％ (※) 東京証券取引所 市場第一部  

(※)  上場による公募及び売出しの結果、本資料発表日現在、67.4％となっております。 

 

② 東京建物グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係について  

 1)東京建物グループにおける当社の位置付け 

東京建物グループは、東京建物㈱及び同社の関係会社で構成され、賃貸、分譲、不動産流通、リ

ゾート開発及びレジャー・ホテル、不動産証券化、リフォーム、海外、その他の事業活動を行って

おり、当社は、賃貸事業、分譲事業及び不動産流通事業に属しております。 

ⅰ)賃貸事業 

東京建物㈱、東建インターナショナルビル㈱及び東建ビルディング㈱は自らビル・商業施設

等を所有し、賃貸しております。第三者の不動産を借り受け、転貸する業務（サブリース）に

ついては、当社はマンション等の住宅を転貸しております。東京建物㈱及び新宿スクエアタワ

ー管理㈱は、事務所用ビル及び商業施設等を転貸しております。 

また、当社はマンション等の住宅の賃貸管理を行っており、東京建物㈱は事務所用ビル及び

商業施設等の賃貸管理を行っております。 

㈱東京建物アメニティサポート、㈱アメニティスタッフ、共同ビル管理㈱、東京不動産管理

㈱、東京ビルサービス㈱及び新宿センタービル管理㈱は建物管理・清掃を行っております。 

ⅱ)分譲事業 

東京建物㈱はマンション、戸建等の開発・分譲を行っております。当社は主にその販売代理

を行っております。また、東京建物㈱が分譲したマンションの管理を㈱東京建物アメニティサ

ポート、㈱アメニティスタッフ及び共同ビル管理㈱が行っております。 

ⅲ)不動産流通事業 

当社は仲介店舗ネットワークを構築して不動産の売買及び貸借等の仲介を行っております。

また、東京建物㈱以外が開発・分譲を行ったマンション等の販売代理を行っております。東京

建物㈱は事務所用ビル等の賃貸及び管理業務に伴う不動産の仲介、不動産の鑑定評価及びコン

サルティングを行っております。㈱リライアンスは都市開発・地域開発等に関するコンサルテ

ィングを行っております。 
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2)東京建物㈱との取引関係について 

当社は、東京建物㈱が開発・分譲するマンション、戸建住宅等を販売している他、マンション等

の住宅の仲介及び賃貸管理等を行っております。当中間期の営業収益に占める東京建物㈱に対する

営業収益の割合は 16.0％であり、東京建物㈱との主な取引内容については、下記の通りであります。 

 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
中間期末

残高 
(千円)

営業未収入金 252,791

前受金 620,610
住宅等の 
販売受託等

1,463,434 

受託預り金 823,451

資金の貸付 3,348,066 
株主に対する

短期貸付金 
3,600,000

利息受取 16,602 
流動資産 

その他 
1,994

親会社 
東京 
建物㈱ 

東京都 
中央区 

77,181,742 不動産業 
(被所有)

直接 
98.1 

兼任

３名

同社が供給

する住宅等

の販売受託

等 

建物等の 

賃借 
154,222 

差入敷金及び 

保証金 
270,293

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、中間期末残高のうち営業未収入金

及び前受金は消費税等が含まれております。 

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

ⅰ)住宅等の販売受託等については「基本契約書」の定めによるほか、市場価格等に基づいて決

定しております。 

ⅱ)資金貸借取引はＣＭＳ（キャッシュマネジメントシステム）に係るものであります。利率は

市場金利を勘案して合理的に決定しており、担保は受け入れておりません。なお、資金貸付

の取引金額は期中平均残高を記載しております。 

東京建物グループは資金の包括管理による資金効率の向上を目的としてＣＭＳを導入して

います。当社は、主として販売受託事業における分譲代金等を預ること等により一時的に資

金が増加することがあり、その資金の機動的な融通を図るため、20,000,000 千円を限度と

して同システムに参加しております。当社は、社内ルールに基づいてＣＭＳを利用しており、

平成 18 年７月末現在における預入残高は 1,400,000 千円であります。 

ⅲ)建物等の賃借等の取引条件については、近隣の賃料等を参考に決定しております。 

 

3)東京建物㈱との人的関係について 

ⅰ)役員の兼務について 

東京建物㈱またはそのグループ企業の役員または従業員のうち、当中間期末日現在、当社の

取締役を兼ねる者は、当社の取締役 11 名のうち１名であり、非常勤であります。 

役 職 氏 名 東京建物グループにおける役職 就 任 理 由 

取締役 

会長 
南 敬介 東京建物㈱ 取締役会長 

当社事業の全般に亘る助言

を得るために当社が招聘 

また、当中間期末日現在、当社の監査役を兼ねる者は、当社の監査役４名のうち２名であり、

非常勤であります。 

役 職 氏 名 東京建物グループにおける役職 就 任 理 由 

監査役 神尾 知弘 東京建物㈱ 監査役（非常勤） 

監査役 堀内 英史 
東京建物㈱ 企画部関連事業 

グループ グループリーダー 

コーポレート・ガバナンスの

強化及び監査体制の充実のた

めに当社が招聘 
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ⅱ)出向者の受入れについて 

当社の営む事業の特性上、東京建物㈱との業務協力関係を構築することは有益であります。

その促進を目的として、当中間期末日現在、当社は下記の通り東京建物㈱から出向者を 28 名受

け入れております。 

事業の種類別セグメントの名称 人数（名） 出向者受入理由 

仲介事業 5 

アセットソリューション事業 3 

販売受託事業 13 

賃貸事業 4 

全社（共通） 3 

事業強化のために当社から依頼または 

東京建物㈱の業務研修目的によるもの 

なお、当社は、その他の東京建物グループ各社から出向者を受け入れておりません。 

 

③ 東京建物グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、東京建物㈱やそのグ

ループ企業との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等 

東京建物㈱は、本資料発表日現在、当社議決権の 67.4％を所有しておりますが、当社の事業活

動を行う上での承認事項など東京建物㈱からの制約はありません。 

当社は、「販売業務委託に関する基本契約書」を東京建物㈱と交渉の上で締結し、同社が開発・

分譲するマンション等の販売活動を原則として受託しております。当中間期における販売受託事

業の営業収益に占める東京建物㈱の割合は 53.8％（※）であります。 

※複数の事業主が共同して販売する形式のマンション等の販売受託にかかる営業収益については、共同事

業主に占める東京建物㈱の比率に応じて営業収益を認識しております。 

 

④ 東京建物㈱からの一定の独立性確保に関する考え方及びそのための施策 

上記の通り、当社グループが営む事業は、その棲み分けが明確になされております。また、東

京建物グループとの取引条件については、市場価格または近隣相場等に基づいてグループ各社と

の協議により決定しております。 

さらに、「3)東京建物㈱との人的関係について」に記載の通り、当社の取締役のうち親会社の兼

任取締役は当社からの招聘に基づく１名のみであります。また、当社は東京建物㈱から出向者を

受け入れておりますが、このうち８名は業務研修を目的とするものであり、事業強化のために招

聘している出向者について決裁権限を有する管理職はおりません。 

 

⑤ 東京建物㈱からの一定の独立性確保の状況  

当社グループは、東京建物㈱と業務協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、上

記の独立性の確保に関する考え方に基づいた施策を行っており、一定の独立性が確保されている

と認識しております。 
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３．経営成績及び財政状態  

（１）経営成績  

①当中間期の概要  

当中間期のわが国経済は、原油価格高騰などの影響が懸念されましたが、企業業績が好調に推移し、設

備投資や個人消費も底堅さを持続するなど、緩やかな景気回復が続きました。  

不動産流通市場につきましては、地価動向が東京・大阪・名古屋の三大都市圏の都市部等で上昇に転じ

ました。新築マンションは大規模・超高層の分譲マンションを中心に高水準の供給が続きましたが、団塊

ジュニアやシニア層などの需要が堅調に推移し、好調な販売を持続しました。また、中古住宅も成約件数

及び成約価格ともに上昇傾向にあり、ファンド等による不動産投資も引き続き活発でありました。  

このような事業環境におきまして、当社グループは、顧客基盤の一層の拡充と事業領域の拡大を図り収

益力の強化に注力してまいりました。この結果、当中間期の営業収益は、91億５千９百万円（前年同期55

億７千万円、対前年同期比64.4％増）、営業利益は21億８千２百万円（前年同期７億５千８百万円、対前

年同期比187.9％増）、経常利益は20億８千４百万円（前年同期６億５千４百万円、対前年同期比218.6％

増）、中間純利益は14億４千５百万円（前年同期２億７千９百万円、対前年同期比418.1％増）となりまし

た。  

 

事業の種類別セグメントの概況は以下の通りであります。  

 

（仲介事業）  

法人仲介においては不動産投資市場の活況に伴う収益不動産の仲介、好調な住宅市場向けの開発用地案

件の仲介などに注力してまいりました。個人仲介においても、インターネットを媒介とした仲介に積極的

に取り組むなど収益拡大に努めてまいりました。この結果、仲介事業の営業収益は25億７百万円（前年同

期24億６千８百万円、対前年同期比1.6％増）、営業利益は13億６千万円（前年同期７億８百万円、対前年

同期比92.0％増）となりました。   

 

（アセットソリューション事業）  

昨今の不動産市場の動向を見極め、販売用不動産等の再販を行う一方、新たな販売用不動産等の取得及

び収益不動産へ投資するファンドへの出資を行ってまいりました。この結果、アセットソリューション事

業の営業収益は32億３千万円（前年同期10億６千７百万円、対前年同期比202.5％増）、営業利益は５億７

千８百万円（前年同期１億２千４百万円、対前年同期比363.5％増）となりました。  

 

（販売受託事業）  

「大規模」「超高層」物件の供給増に対応した販売ノウハウのもと、高品質な営業力と歩留まりの高い

販売力の強化に努めてまいりました。当中間期には「Brilliaタワー東京」（東京都墨田区）、「グランエ

スタ」（東京都江東区）、「ルネッサなんばタワー」（大阪府大阪市）等を引渡しました。この結果、販

売受託事業の営業収益は23億３千５百万円（前年同期10億１千６百万円、対前年同期比129.8％増）、営業

利益は６億９千８百万円（前年同期１億７千１百万円、対前年同期比307.7％増）となりました。  
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（賃貸事業）  

不動産投資の活況に伴う新築賃貸マンションの供給が首都圏を中心に拡大している中、賃貸管理業務の

受注拡大に鋭意取り組んでまいりました。また、新たなサービスとして社宅管理代行業務に進出しました。

この結果、賃貸事業の営業収益は10億８千５百万円（前年同期10億１千８百万円、対前年同期比6.7％増）、

営業利益は１億５千万円（前年同期１億５千６百万円、対前年同期比3.9％減）となりました。  

 

②通期の見通し  

今後のわが国経済は、原油価格高騰や金利の上昇などの影響が懸念されますが、引き続き緩やかな景気

回復が続くものと思われます。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、仲介事業においては、主力の法人仲介は収益不

動産案件及び住宅開発用地案件等に注力するとともに、個人仲介については取扱件数の増加に努めてまい

ります。 

アセットソリューション事業においては、強固な情報基盤を活かして物件の購入・再販を継続拡大する

とともに、収益不動産に投資するファンドに出資し、仲介機会の獲得を図るなど収益拡大に取り組んでま

いります。 

販売受託事業おいては、販売受託案件の受注に注力するとともに、販売力の強化による販売効率の向上

に取り組んでまいります。 

賃貸事業においては、ファンド等が購入する賃貸マンションのプロパティマネジメント業務の受託に注

力し、管理戸数の拡大に努めてまいります。 

以上により、通期の業績につきましては、営業収益は17,100百万円（対前年同期比27.8％増）、営業利

益は2,620百万円（対前年同期比28.1％増）、経常利益は2,400百万円（対前年同期比26.5％増）、当期純

利益は1,630百万円（対前年同期比28.9％増）を見込んでおります。  

 また、配当金につきましては、１株につき14円とさせていただく予定であります。 

（連結） 

 業績予想 
前回公表 

（平成18年7月13日） 
対 比 

営 業 収 益 17,100百万円 17,100百万円 － 

営 業 利 益 2,620百万円   

経 常 利 益 2,400百万円 2,150百万円 ＋250百万円 

当期純利益 1,630百万円 1,460百万円 ＋170百万円 

（個別） 

 業績予想 
前回公表 

（平成18年7月13日） 
対 比 

営 業 収 益 12,910百万円 12,910百万円 － 

営 業 利 益 2,460百万円   

経 常 利 益 2,370百万円 2,120百万円 ＋250百万円 

当期純利益 1,610百万円 1,440百万円 ＋170百万円 
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（２）財政状態  

①資産、負債及び純資産の状況  

資産合計は、前期末に比べて14,396,416千円減少して、22,888,818千円となりました。このうち、現

金及び現金同等物は、下記「② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、634,340千円減少しまし

た。また、ＣＭＳへの預け入れが15,200,000千円減少した一方、販売用不動産等は、順調に物件を仕入

れた結果、1,077,033千円増加しました。 

負債合計は、前期末に比べて15,695,571千円減少し、17,453,630千円となりました。このうち、販売

受託事業において大規模物件の竣工・引渡が前期末に行われたことに伴い、当中間期末の受託預り金が

前期末に比べて16,616,311千円減少しました。 一方、アセットソリューション事業においてＳＰＶを設

立して販売用不動産等を取得したことに伴い借入金が573,000千円増加しました。 

純資産合計は、前期末に比べて1,299,154千円増加し、5,435,187千円となりました。これは主として、

中間純利益を1,445,719千円計上したことによるものであります。１株当たり純資産額は、前期末に比べ

て3,732.15円減少し、296.09円となりました。これは平成18年３月10日付にて１株につき18株の割合を

もって分割したことによるものです。前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における１株当

たり純資産額と比較すると72.30円の増加となっております。なお、自己資本比率は受託預り金の減少に

より総資産が減少したことに伴い、前期末に比べて12.6％増加し、23.7％となりました。  

 

②キャッシュ・フローの状況  

当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ634,340

千円減少し、当中間期末は1,171,222千円となりました。 

当中間期におけるキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間期において営業活動により使用した資金は16,116,067千円（前年同期比11,410,689千円減少）

となりました。これは主として、販売受託事業における受託預り金が16,616,311千円減少したこと、

及びたな卸資産が944,668千円増加したこと等によって資金を使用した一方、税金等調整前中間純利益

を2,105,537千円計上したことにより資金を得たこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間期において投資活動により得られた資金は14,961,813千円（前年同期比16,328,227千円増加）

となりました。これは主として、ＣＭＳより15,200,000千円回収する一方、仲介店舗及び本社事務所

の移転・改装等に伴う有形固定資産の取得による支出122,770千円、及びアセットソリューション事業

におけるファンドへの出資による支出115,956千円（純額）があったこと等によるものであります。  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間期において財務活動によって得られた資金は519,913千円（前年同期比5,677,586千円減少）

となりました。これは、主としてアセットソリューション事業において販売用不動産等を取得するた

めに設立したＳＰＶにおける資金調達の結果、借入金が573,000千円（純額）増加したこと等によるも

のであります。  
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は、以下の通りであります。  

 平成16年

12月期 

平成17年

6月中間期

平成17年

12月期 

平成18年 

6月中間期 

自己資本比率  25.8％ 17.6％ 11.1％ 23.7％ 

時価ベースの自己資本比率  －  －  －  －  

債務償還年数  －  －  0.2年 －  

インタレスト・カバレッジ・レシオ －  －  314.3 －  

(注)１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。  
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 
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 

２. 時価ベースの自己資本比率については、当社株式が当中間期末において非上場であり、株式
時価総額の把握が困難なため記載しておりません。 

３．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキ
ャッシュ・フロー及び利息の支払額を用いております。また、有利子負債は連結貸借対照表
に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

４．平成18年6月中間期については、主として受託預り金の減少に伴い、平成16年12月期及び平成
17年6月中間期については、主としてたな卸資産の増加に伴い、営業キャッシュ・フローがマ
イナスとなったため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載はしてお
りません。 

 

（３）事業等のリスク  

本資料に記載した事業、経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を

及ぼす可能性のある事項は、下記の通りであります。また、記載事項のうち将来に関する事項は、当社

グループが本資料発表日現在において判断したものであります。なお、業績に影響を与える要因はこれ

らに限定されるものではありません。 

  

①不動産市況の動向等について 

当社グループが仲介、売買、販売受託及び賃貸する不動産の流通量、取引価格及び賃料水準等は不

動産市況の影響を受けており、今後、金利の上昇等により顧客の購買意欲の減退が起こる場合、景

気の低迷や供給過剰等により賃料水準の低下や空室率の上昇が起こる場合等、不動産市況の動向が、

当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。  

また、競合の激化により優良な不動産情報、販売受託戸数等が減少した場合、当社グループの財政

状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②不動産関連法制、税制の制定・改定について 

当社グループの事業は、「宅地建物取引業法」等各種法令の他、各自治体が制定した条例等による規

制を受けております。このため、これらの不動産関連法制・条例等が制定・改定された場合には、

新たな義務の発生、費用負担の増加、権利の制限等が発生する可能性があります。 

また、住宅税制、消費税等が制定・改定された場合には、不動産等の取得・保有・売却等にかかる

費用の増加及びこれらの要因による顧客の購買意欲の低下等により当社グループの財政状態及び経

営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社グループは、各事業活動の遂行に際して、以下の通り、許認可及び登録をしております。

当社グループは、その許認可等を受けるための諸条件及び関係法令の遵守に努めており、許認可等
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が取り消しとなる事由の発生は認識しておりません。しかし、法令違反等によりその許認可等が取

り消された場合には、当社グループの事業運営に支障をきたし、財政状態及び経営成績等に重要な

影響を及ぼす可能性があります。 

許 認 可 等 の 名 称  
許 認 可 等

の 内 容  
事 業  有 効 期 間  取 消 事 由

宅地建物 

取引業免許 

国土交通大臣 

免許(8)第2885号 

宅地建物取引

業の遂行 

仲介事業、アセットソリ

ューション事業、販売受

託事業、賃貸事業 

平成20年11月7日 

（5年ごと更新） 

宅地建物取引

業法 第66条

信託受益権 

販売業登録 

関東財務局長 

（売信）第204号 

信託業法に基

づく信託受益

権販売業務 

仲介事業、アセットソリ

ューション事業 

平成20年7月19日 

（3年ごと更新） 

信託業法 

第104条 

  

③アセットソリューション事業について 

当社グループは、計画に基づいて販売用不動産等を売却する予定でありますが、その販売までの間

に不動産市況の動向等の要因により販売用不動産等の時価が下落した場合には売却損または評価損

が発生する可能性がある他、引渡時期が変動することにより当社グループの財政状態及び経営成績

等に影響を及ぼす可能性があります。  

なお、耐震強度偽装問題について、本資料発表日現在、当社グループの財政状態及び経営成績等に

重要な影響を及ぼす事象の発生は認識しておりません。しかし、当社グループが取得した販売用不

動産等について、構造計算書偽装等により当社グループが瑕疵担保責任を負う場合には、当社グル

ープの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④販売受託事業について 

当社グループが販売受託事業において受領する仲介手数料は、マンション等の分譲代金を基準とし

ているため概ね定額であります。そのため、販売期間が計画より著しく長期間に亘る場合、販売経

費が増加することにより、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。  

また、仲介手数料はマンション等の購入者への引渡をもって収益計上するため、工期の遅延等不測

の事態によってマンション等の引渡時期が変動することにより、当社グループの財政状態及び経営

成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤キャッシュ・フローの変動について 

当社グループは、当中間期において営業活動により16,116,067千円の資金を使用しております。こ

の主な要因として、販売受託事業における分譲代金等の受託預り金の一時的な増減があります。受

託預り金は、販売受託業務においてマンション等の購入者が支払う分譲代金等を事業主に代わって

当社が受領するものであり、その後、販売受託契約に基づく一定の時期に事業主に送金しておりま

す。そのため、受託預り金は、マンション等の竣工・引渡時期に増加する傾向があります。  

当中間期は、大規模物件の竣工・引渡が前期末に行われたことに伴い、受託預り金が前期末に比べ

て16,616,311千円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローが大幅にマイナスに

なりました。今後も受託預り金の増減により当社グループのキャッシュ・フローに影響を及ぼす可

能性があります。 
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⑥連結の範囲について 

当社グループは、アセットソリューション事業において、ＳＰＶを設立するまたは既存のＳＰＶに

出資を行う場合があります。当社は、現在の会計ルールに基づいて当社グループの支配・影響の程

度をＳＰＶごとに検討し、連結の範囲及び持分法の適用範囲を決定しております。 

また、現在、ＳＰＶに対する新たな会計ルールを設定する議論がなされており、今後、新しいルー

ルの設定等により一定の会計慣行が形成された場合には、当社グループの連結の範囲及び持分法の

適用範囲に変更が生じ、財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦その他 

1)情報の管理について 

当社グループは、営業活動に伴い個人情報をはじめとする様々な情報を入手しております。その

管理には細心の注意を払っておりますが、社外からの不正侵入、社内における不正使用等により

情報が外部に漏洩した場合、当社グループの信用力低下等により、当社グループの財政状態及び

経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

  

2)重要な訴訟事件等について 

当社グループにおいて、現在係争中の重要な訴訟事件等はありません。しかし、当社グループの

事業を遂行していく上で、取引先又は顧客等から当社グループに重要な影響を与える訴訟等を提

起された場合、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 



 - 14 - 

４．中間連結財務諸表等  

（１）中間連結貸借対照表 

 

当中間連結 

会計期間末 

(平成 18 年６月 

30 日現在) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表

(平成 17 年 12 月 

31 日現在) 

増減 

前中間連結 

会計期間末 

(平成 17 年６月 

30 日現在) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 金額 構成比

(資産の部) (千円) (％) (千円) (％) (千円) (％) (千円) (％)

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 1,171,222 1,805,562 △634,340  793,413 

２ 営業未収入金 595,871 681,944 △86,072  283,184 

３ たな卸資産 ※2 12,503,946 11,559,277 944,668  11,496,691 

４ 株主に対する短期貸付金 3,600,000 18,800,000 △15,200,000  － 

５ その他 1,205,323 950,616 254,706  1,833,383 

   貸倒引当金 △1,189 △2,427 1,238  △1,323 

流動資産合計 19,075,174 83.3 33,794,972 90.6 △14,719,798 △43.6 14,405,349 81.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1  239,544 1.1 140,954 0.4 98,589 69.9 172,807 1.0

２ 無形固定資産 30,337 0.1 32,892 0.1 △2,555 △7.8 31,793 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※2 1,934,856 1,932,880 1,975   1,643,225 

(2) 差入敷金及び保証金 976,549 768,443 208,105  933,453 

(3) その他 632,357 615,092 17,265  457,096 

投資その他の資産合計  3,543,762 15.5 3,316,415 8.9 227,347 6.9 3,033,775 17.2

固定資産合計 3,813,644 16.7 3,490,262 9.4 323,381 9.3 3,238,376 18.4

資産合計 22,888,818 100.0 37,285,235 100.0 △14,396,416 △38.6 17,643,725 100.0

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 営業未払金 116,877 192,270 △75,392  105,723 

２ 短期借入金 ※2 50,000 1,130,000 △1,080,000  4,550,000 

３ 前受金 1,651,331 1,688,569 △37,238  1,529,428 

４ 受託預り金 5,509,375 22,125,686 △16,616,311  869,579 

５ 預り金 919,056 876,202 42,854  913,982 

６ 賞与引当金 71,341 73,216 △1,875  57,750 

７ 役員賞与引当金 14,750 － 14,750  － 

８ その他 1,102,597 786,524 316,073  679,435 

流動負債合計 9,435,330 41.2 26,872,470 72.1 △17,437,139 △64.9 8,705,899 49.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※2 600,000 600,000 －  500,000 

２ 長期借入金 ※2 4,576,500 2,923,500 1,653,000   3,108,500 

３ 退職給付引当金 939,392 915,524 23,867   886,695 

４ 役員退職慰労引当金 59,862 52,900 6,962   39,700 

５ 預り敷金及び保証金 1,842,544 1,784,807 57,737   1,014,152 

６ その他 － － －   283,000 

固定負債合計 8,018,300 35.1 6,276,732 16.8 1,741,567 27.7 5,832,047 33.1

負債合計 17,453,630 76.3 33,149,202 88.9 △15,695,571 △47.3 14,537,947 82.4
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当中間連結会計期間末 

(平成 18 年６月 

30 日現在) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成 17 年 12 月 

31 日現在) 

前中間連結会計期間末 

(平成 17 年６月 

30 日現在) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(資本の部) (千円) (％) (千円) (％) (千円) (％)

Ⅰ 資本金 － 555,456 1.5 500,000 2.8

Ⅱ 利益剰余金 － 3,472,534 9.3 2,486,626 14.1

Ⅲ その他有価証券評価差額金 － 108,041 0.3 119,151 0.7

資本合計 － － 4,136,032 11.1 3,105,778 17.6

負債及び資本合計 － － 37,285,235 100.0 17,643,725 100.0

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 555,456 2.4 － － － －

 ２ 利益剰余金 4,839,263 21.1 － － － －

   株主資本合計 5,394,720 23.5 － － － －

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券評価差額金 40,467 0.2 － － － －

   評価・換算差額等合計 40,467 0.2 － － － －

純資産合計 5,435,187 23.7 － － － －

負債純資産合計 22,888,818 100.0 － － － －
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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 18 年１月 １日 

至平成 18 年６月 30 日 

前中間連結 

会計期間 

自平成 17 年１月 １日 

至平成 17 年６月 30 日 

増減 

前連結会計年度の 

要約損益計算書 

自平成 17 年 １月 １日 

至平成 17 年 12 月 31 日 

区分 
金額 

(千円) 

百分比

(％)

金額 

(千円) 

百分比

(％)

金額 

(千円) 

前期比

(％) 
 

金額 

(千円) 

百分比

(％)

     

Ⅰ 営業収益  9,159,146 100.0 5,570,500 100.0 3,588,645 64.4 13,379,480 100.0

Ⅱ 営業原価  6,423,093 70.1   4,407,439 79.1 2,015,654 45.7 10,421,037 77.9

営業総利益  2,736,052 29.9 1,163,061 20.9 1,572,991 135.2 2,958,443 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※1 
 553,474 6.1 404,908 7.3 148,566 36.7 913,758 6.8

営業利益  2,182,577 23.8 758,152 13.6 1,424,425 187.9 2,044,684 15.3

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 17,231  3,662 13,568   33,603

２ 受取配当金 1,600  1,600 －   1,600

３ 施設利用料収入 1,458  1,509 △50   1,509

４ その他 3,421 23,711 0.3 1,600 8,372 0.1 1,821 15,339 183.2 3,732 40,444 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息 34,373  27,905 6,467   67,981

２ 支払手数料 51,615  66,500 △14,885   94,100

３ 上場関連費用 18,494  － 18,494   －

４ その他 17,169 121,652 1.3 17,727 112,132 2.0 △557 9,519 8.5 25,561 187,642 1.4

経常利益  2,084,637 22.8 654,392 11.7 1,430,244 218.6 1,897,487 14.2

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金戻入益 1,238  － 1,238   －

２ 過年度損益修正益 

    ※2 
35,166  － 35,166   －

３ 固定資産売却益 ※3 － 36,405 0.4 － － － － 36,405 － 259 259 0.0

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除却損 ※4 15,504  3,346 12,158   3,346

２ 減損損失 ※5 －  73,393 △73,393   92,230

３ 会員権評価損 － 15,504 0.2 － 76,739 1.3 － △61,234 △79.8 4,000 99,576 0.8

税金等調整前中間 

(当期)純利益 
 2,105,537 23.0 577,652 10.4 1,527,884 264.5 1,798,170 13.4

法人税、住民税及び 

事業税 
638,340  243,159 395,181   525,932

法人税等調整額 21,477 659,818 7.2 55,466 298,626 5.4 △33,988 361,192 121.0 7,302 533,235 3.9

中間(当期)純利益  1,445,719 15.8 279,026 5.0 1,166,692 418.1 1,264,934 9.5
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（３）中間連結剰余金計算書 
 

  

 

前中間連結会計期間 

自平成 17 年１月 １日

至平成 17 年６月 30 日

前連結会計年度 

自平成 17 年 １月 １日

至平成 17 年 12 月 31 日

区分 金額(千円) 金額(千円) 

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,272,599 2,272,599

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間（当期）純利益 279,026 279,026 1,264,934 1,264,934

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 50,000 50,000

２ 役員賞与 15,000 65,000 15,000 65,000

Ⅳ 利益剰余金期末残高  2,486,626 3,472,534

 
（４）中間連結株主資本等変動計算書 
当中間連結会計期間（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

 

 株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

(千円) 
利益剰余金

(千円) 

株主資本 

合計 

(千円) 

その他有価証券

評価差額金 

(千円) 

評価・換算 

差額等合計

(千円) 

純資産合計

(千円) 

平成 17 年 12 月 31 日残高 555,456 3,472,534 4,027,991 108,041 108,041 4,136,032

中間連結会計期間中の変動

額 
  

剰余金の配当 － △50,990 △50,990 － － △50,990

 役員賞与 － △28,000 △28,000 － － △28,000

 中間純利益 － 1,445,719 1,445,719 － － 1,445,719

 株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額） 

－ － － △67,573 △67,573 △67,573

中間連結会計期間中の変動

額合計 
－ 1,366,728 1,366,728 △67,573 △67,573 1,299,154

平成 18 年６月 30 日残高 555,456 4,839,263 5,394,720 40,467 40,467 5,435,187
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（５）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 18 年１月１日
至平成18年６月30日

前中間連結 
会計期間 

自平成 17 年１月１日
至平成17年６月30日

増減 

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書 
自平成 17 年１月１日
至平成 17 年 12 月 31 日

区分 
金額 

(千円) 
金額 

(千円) 
金額 

(千円) 
前期比 
(％) 

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（当期）純利益 2,105,537 577,652 1,527,884  1,798,170

２ 減価償却費 11,550 10,717 832  21,118

３ 減損損失 － 73,393 △73,393  92,230

４ 引当金の増減額 42,466 △5,180 47,646  53,419

５ 受取利息及び受取配当金 △19,457 △5,262 △14,195  △35,203

６ 支払利息 34,373 27,905 6,467  67,981

７ 社債発行費 － 8,500 △8,500  12,000

８ 固定資産除売却損益 15,504 3,346 12,158  3,086

９ 営業未収入金の増減額 86,072 97,686 △11,614  △301,072

10 前受金の増減額 △37,238 58,804 △96,042  217,945

11 たな卸資産の増加額 △944,668 △4,803,908 3,859,239  △4,866,494

12 営業未払金の増減額 △75,392 △38,146 △37,246  48,400

13 受託預り金の増減額 △16,616,311 △963,433 △15,652,877  20,292,673

14 預り金の増加額 42,854 103,020 △60,165  65,239

15 差入敷金及び保証金の増加額 △208,105 △247,053 38,947  △82,042

16 預り敷金及び保証金の減少額 57,737 280,216 △222,478  1,050,871

17 その他 △70,389 144,825 △215,215  △105,886

小計 △15,575,466 △4,676,915 △10,898,550  18,332,436

18 利息及び配当金の受取額 40,041 8,210 31,830  15,866

19 利息の支払額 △41,158 △33,062 △8,096  △58,179

20 法人税等の支払額 △539,482 △3,609 △535,873  △4,189

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,116,067 △4,705,377 △11,410,689 242.5 18,285,934

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出 △122,770 △37,281 △85,489  △44,128

２ 投資有価証券の取得等による支出 △126,438 △1,113,578 987,140  △1,558,629

３ 投資有価証券の売却等による収入 10,481 111,335 △100,854  249,467

４ CMS による短期貸付金の増減額 15,200,000 △300,000 15,500,000  △18,500,000

５ その他 541 △26,889 27,430  △39,241

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,961,813 △1,366,413 16,328,227 － △19,892,533

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増減額 － 4,000,000 △4,000,000  △500,000

２ 長期借入れによる収入 1,678,000 2,078,500 △400,500  3,011,000

３ 長期借入金の返済による支出 △1,105,000 △322,500 △782,500  △360,000

４ 社債の発行による収入 － 491,500 △491,500  588,000

５ 配当金の支払額 △50,990 △50,000 △990  △50,000

６ その他 △2,096 － △2,096  55,456

財務活動によるキャッシュ・フロー 519,913 6,197,500 △5,677,586 △91.6 2,744,456

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替差額 － △367 367 － △367

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △634,340 125,340 △759,680 － 1,137,489

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,805,562 668,072 1,137,489 170.3 668,072

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,171,222 793,413 377,808 47.6 1,805,562
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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   

   
１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。  

   連結子会社の数  ６社  

  連結子会社の名称  

   ㈲白山ホールディング  

   岩本町ホールディング特定目的会社 

銀座六丁目プロジェクト特定目的会社  

    ㈲駒込ホールディング 

㈲南池袋パークサイド 

㈲伊勢佐木ホールディング 

       当中間連結会計期間において㈲駒込ホールディング、㈲南池袋パークサイド及び㈲伊勢佐木ホー

ルディングを新規設立したため連結の範囲に加えております。  

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 非連結子会社及び関連会社に該当する会社がないため、該当事項はありません。  

  

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。  

 

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)  

 時価のないもの  

  移動平均法による原価法  

   なお、債券のうち取得原価と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるものについては償

却原価法(定額法)により原価を算定しております。  

  ②たな卸資産  

   主として個別法による原価法  

   また、賃貸中の販売用不動産については定額法にて減価償却を行っております。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。 

  

(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  

   建物  定額法 

   その他 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

  

  ②無形固定資産  

   ソフトウェア 定額法 

 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。 
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(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しております。  

  ②創立費  

   支出時に全額費用処理しております。  

  ③開業費  

   支出時に全額費用処理しております。  

  

(4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金  

   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  

   従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間負担分を計上して

おります。  

  ③役員賞与引当金  

   役員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間負担分を計上してお

ります。  

④退職給付引当金  

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間

連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。  

   数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

基づく定額法による按分額をその発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

⑤役員退職慰労引当金  

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末における要支給額を計

上しております。  

  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 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  

 税抜方式によっております。なお、資産等に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は、発生した中

間連結会計期間の期間費用としております。  

 

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ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。  
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(会計処理の変更) 

１ 役員賞与引当金に関する会計基準 

当中間連結会計期間から「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

調整前中間純利益が14,750千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

  

２ 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 

当中間連結会計期間から「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5,435,187

千円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 

 

 

(表示方法の変更) 

（連結貸借対照表） 

「株主に対する短期貸付金」は、前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示してお

りましたが、重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前中間連結会計期間末における「株主に対する短期貸付金」は600,000千円であります。 
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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18年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年12月31日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

※1．有形固定資産の減価償却累計額 

  97,639千円 

※1．有形固定資産の減価償却累計額

  109,573千円

※1．有形固定資産の減価償却累計額

  133,642千円

※2．担保に供している資産および対

応する債務は以下のとおりであ

ります。 

(担保に供している資産) 

たな卸資産 5,705,242千円 

投資有価証券(注) 78,098千円 

計 5,783,340千円 

(上記に対応する債務) 

短期借入金 50,000千円 

社債 600,000千円 

長期借入金 4,576,500千円 

(注)宅地建物取引業法に基づく営

業保証金として割引国債を東

京法務局に供託しておりま

す。 

※2．担保に供している資産および対

応する債務は以下のとおりであ

ります。 

(担保に供している資産) 

たな卸資産 4,927,848千円

投資有価証券(注) 91,878千円

計 5,019,726千円

(上記に対応する債務) 

短期借入金 1,130,000千円

社債 600,000千円

長期借入金 2,923,500千円

(注)宅地建物取引業法に基づく営

業保証金として割引国債を東

京法務局に供託しておりま

す。 

※2．担保に供している資産および対

応する債務は以下のとおりであ

ります。 

(担保に供している資産) 

たな卸資産 3,914,755千円

投資有価証券(注) 94,242千円

計 4,008,998千円

(上記に対応する債務) 

短期借入金 50,000千円

社債 500,000千円

長期借入金 3,108,500千円

(注)宅地建物取引業法に基づく営

業保証金として割引国債を東

京法務局に供託しておりま

す。 

3. 偶発債務 

保証債務 3,502,207 千円

(注)抵当権設定登記完了までの販

売受託物件購入者の住宅ロー

ン及び仲介物件購入者の住宅

ローンに対するものでありま

す。 

3. 偶発債務 

保証債務 15,953,454千円

(注)抵当権設定登記完了までの販

売受託物件購入者の住宅ロー

ン及び仲介物件購入者の住宅

ローンに対するものでありま

す。 

3. 偶発債務 

保証債務 78,227千円

(注)抵当権設定登記完了までの販

売受託物件購入者の住宅ロー

ン及び仲介物件購入者の住宅

ローンに対するものでありま

す。 

4.当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行5行と貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。また、当社は東京建物㈱

が導入しているCMSに参加してお

ります。 

これらに基づく当中間連結会計

期間末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントにかかる

借入金未実行残高等は以下の通

りであります。 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

26,500,000 千円 

貸出実行残高 － 千円 

差引額26,500,000 千円  

4.当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行5行と貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。また、当社は東京建物㈱

が導入しているCMSに参加してお

ります。 

これらに基づく当連結会計期間

末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントにかかる借入

金未実行残高等は以下の通りで

あります。 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

26,500,000千円

貸出実行残高 －千円

差引額26,500,000千円 

4.当社は運転資金の効率的な調達

を行うため取引銀行4行と貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。また、当社は東京建物㈱

が導入しているCMSに参加してお

ります。 

これらに基づく当中間連結会計

期間末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントにかかる

借入金未実行残高等は以下の通

りであります。 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

12,000,000千円

貸出実行残高 4,500,000千円

差引額 7,500,000千円 
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(中間連結損益計算書関係) 
  

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

※1. 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 58,200 千円 

給料手当 99,234 千円 

退職給付費用 2,327 千円 

賞与引当金繰入額 5,440 千円 

役員退職慰労引当金

繰入額 

12,362 千円 

役員賞与引当金繰入額 14,750 千円 

賃借料 59,900 千円  

※1. 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 42,930千円

給料手当 71,559千円

退職給付費用 2,599千円

賞与引当金繰入額 3,155千円

役員退職慰労引当金

繰入額 

9,200千円

賃借料 54,484千円

貸倒引当金繰入額 936千円 

※1. 販売費及び一般管理費の主な

もの 

役員報酬 101,190千円

給料手当 161,598千円

退職給付費用 5,520千円

賞与引当金繰入額 5,229千円

役員退職慰労引当金

繰入額 

22,400千円

賃借料 103,404千円

租税公課 71,164千円

貸倒引当金繰入額 2,040千円 
※2. 過年度損益修正益の内訳 

広告宣伝業務精算益 12,983 千円 

賃貸収益修正益 6,311 千円 

管理委託費精算金 15,871 千円 

合計 35,166 千円  

───────────── ───────────── 

───────────── ───────────── 

※3. 固定資産売却益の内訳 

建物 215千円

その他 43千円

合計 259千円 
※4. 固定資産除却損の内訳 

建物 13,788千円 

その他 1,716千円 

合計 15,504千円  

※4. 固定資産除却損の内訳 

建物 1,467千円

その他 1,878千円

合計 3,346千円 

※4. 固定資産除却損の内訳 

建物 1,467千円

その他 1,878千円

合計 3,346千円 

───────────── 

※5. 減損損失 

当社グループは、当社グループの

管理会計制度上で定めるキャッ

シュ・フロー生成単位をもとに資

産のグルーピングを行っており

ます。そのグルーピングに基づ

き、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスである部支店（千

葉県船橋市、大阪府大阪市他）及

び処分の決定した固定資産(神奈

川県足柄下郡、山梨県南都留郡)

について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に73,393千

円計上しました。その内訳は、建

物60,769千円及びその他資産

12,623千円であります。 

なお、これらの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、

売却予定価額により評価してお

ります。 

※5. 減損損失 

当社グループは、当社グループの

管理会計制度上で定めるキャッ

シュ・フロー生成単位をもとに資

産のグルーピングを行っており

ます。そのグルーピングに基づ

き、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスである部支店（千

葉県船橋市、大阪府大阪市他）及

び処分の決定した固定資産(神奈

川県足柄下郡、山梨県南都留郡、

栃木県那須郡)について、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別

損失に92,230千円計上しました。

その内訳は、建物60,769千円及び

その他資産31,460千円でありま

す。 

なお、これらの回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、

売却予定価額により評価してお

ります。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 
  

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 1,019,806 17,336,702 － 18,356,508 

 （変動事由の概要） 

発行済株式の増加は、平成18年３月10日付で１株につき18株の株式分割を行ったことによるものであります。 

 

２．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年３月29日

定時株主総会 
普通株式 50,990 50 平成17年12月31日 平成18年３月30日

 

  

(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18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

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 1,171,222千円

現金及び現金同等物 1,171,222千円

   

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 793,413千円

現金及び現金同等物 793,413千円

   

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 1,805,562千円

現金及び現金同等物 1,805,562千円
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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18年１月１日 至 平成18年６月30日) 
 

 
仲介事業 

(千円) 

ｱｾｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

(千円) 

販売受託

事業 

(千円) 

賃貸事業

(千円) 
計(千円)

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

営業収益   

(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
2,507,635 3,230,081 2,335,671 1,085,758 9,159,146 － 9,159,146

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
227,064 － － 38,158 265,222 (265,222) －

計 2,734,699 3,230,081 2,335,671 1,123,917 9,424,369 (265,222) 9,159,146

営業費用 1,374,644 2,651,346 1,637,504 973,676 6,637,171 339,397 6,976,568

営業利益 1,360,054 578,734 698,167 150,240 2,787,197 (604,620) 2,182,577

 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 
 

 
仲介事業 

(千円) 

ｱｾｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

(千円) 

販売受託

事業 

(千円) 

賃貸事業

(千円) 
計(千円)

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

営業収益   

(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
2,468,383 1,067,655 1,016,405 1,018,056 5,570,500 － 5,570,500

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
44,088 － － 41,987 86,075 (86,075) －

計 2,512,471 1,067,655 1,016,405 1,060,043 5,656,576 (86,075) 5,570,500

営業費用 1,804,217 942,789 845,177 903,680 4,495,864 316,483 4,812,348

営業利益 708,254 124,866 171,227 156,362 1,160,711 (402,558) 758,152
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前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

 

 
仲介事業 

(千円) 

ｱｾｯﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

(千円) 

販売受託

事業 

(千円) 

賃貸事業

(千円) 
計(千円)

消去又は 

全社(千円) 
連結(千円)

営業収益   

(1) 外部顧客に 

対する営業収益 
4,106,169 4,098,356 3,103,388 2,071,566 13,379,480 － 13,379,480

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
212,671 － － 87,350 300,022 (300,022) －

計 4,318,841 4,098,356 3,103,388 2,158,917 13,679,503 (300,022) 13,379,480

営業費用 3,123,119 3,633,409 2,061,163 1,846,623 10,664,316 670,478 11,334,795

営業利益 1,195,721 464,946 1,042,224 312,293 3,015,186 (970,501) 2,044,684

(注) １ 事業区分は、役務提供の形態別区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 仲介事業 ： 不動産の仲介及びそれに付帯する業務 

(2) アセットソリューション事業 ： 不動産の再販及びそれに付帯する業務 

(3) 販売受託事業 ： 不動産の販売受託及びそれに付帯する業務 

(4) 賃貸事業 ： 不動産の賃貸・賃貸管理及びそれに付帯する業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当中間連結会計期間553,474千円、

前中間連結会計期間404,908千円及び前連結会計年度913,758千円であり、主なものは、連結財務諸表提出会

社の管理部門に係る費用であります。 

４ （会計処理の変更）に記載の通り、当中間連結会計期間より支給見込額のうち当中間連結会計期間負担分を

役員賞与引当金として計上する方法に変更しております。この変更により、従来と同一の方法によった場合

と比べ、「消去又は全社」において営業費用が14,750千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)、前中間連結会計期間(自 平成17年

１月１日 至 平成17年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

   連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、記載しておりません。 

 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)、前中間連結会計期間(自 平成17年

１月１日 至 平成17年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

   連結会社が本邦以外の国又は地域における売上を有しないため、記載しておりません。 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 株式 72,144 141,200 69,056

② 債券 

国債・地方債等 90,311 89,497 △814

社債 － － －

その他 － － －

③ その他 － － －

計 162,455 230,697 68,241

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券  

① 非上場株式 3,000

② 優先出資証券 219,050

③ 匿名組合出資金 1,482,108

計 1,704,158

 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 株式 72,144 269,200 197,056

② 債券 

国債・地方債等 90,368 94,242 3,874

社債 － － －

その他 － － －

③ その他 － － －

計 162,512 363,442 200,930
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２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券  

① 非上場株式 3,000

② 優先出資証券 192,150

③ 匿名組合出資金 1,084,632

計 1,279,782

 

前連結会計年度末（平成17年12月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 株式 72,144 252,800 180,656

② 債券 

国債・地方債等 90,340 91,878 1,538

社債 － － －

その他 － － －

③ その他 － － －

計 162,484 344,678 182,194

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
連結貸借対照表 

計上額(千円) 

(1) その他有価証券  

① 非上場株式 3,000

② 優先出資証券 219,050

③ 匿名組合出資金 1,366,151

計 1,588,201

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日）、当中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

及び前連結会計年度末（平成17年12月31日） 

  デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 
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(重要な後発事象) 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

（重要な新株の発行） 

当社は、当社株券の東京証券取引所への上場にともない、平成18年６月13日及び平成18年６月23日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年７月12日に払込が完了しております。 

 この結果、平成18年７月12日付で資本金は2,473,056千円、発行済株式総数は21,756,508株となっております。 

① 募集方法 一般募集（ブックビルディングによる一般募集） 

② 株式の種類及び数 普通株式 3,400,000株 

③ 発行価格 １株につき 1,200円 

④ 引受価額 １株につき 1,128円 

  この価額は、引受人が当社に払い込んだ１株当たりの金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 １株につき  935円 

⑥ 発行価額の総額 3,179,000千円 

⑦ 払込金額の総額 3,835,200千円 

⑧ 資本組入額の総額 1,917,600千円 

⑨ 払込期日 平成18年７月12日 

⑩ 配当起算日 平成18年１月１日 

⑪ 資金使途 アセットソリューション事業における販売用不動産の購入資金及び収益不動産等

に投資するファンドへの出資に充当する予定であります。 

   
（子会社の設立） 

当社は、平成18年７月31日開催の取締役会において、「東仙台特定目的会社」（出資金230,000千円、当社出資口数

4,600口、出資比率100％）を設立することを決議いたしました。同社は資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化

計画に従った特定資産を購入し、不動産管理及び処分にかかる業務を行っていく予定であります。 
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５．営業の状況  

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。 
 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日)事業の種類別セグメントの名称 

営業収益(千円) 営業収益(千円) 営業収益(千円) 

仲介事業 2,507,635 2,468,383 4,106,169 

アセットソリューション事業 3,230,081 1,067,655 4,098,356 

販売受託事業 2,335,671 1,016,405 3,103,388 

賃貸事業 1,085,758 1,018,056 2,071,566 

合計 9,159,146 5,570,500 13,379,480 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日)相手先 

営業収益(千円) 割合(％) 営業収益(千円) 割合(％) 営業収益(千円) 割合(％)

東京建物㈱ 1,463,434 16.0 879,023 15.8 2,124,702 15.9 

㈲ユー・アール・ワン 1,282,000 14.0 － － － － 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(仲介事業) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 区分 

件数 

（件） 

取扱高 

（千円） 

営業収益

（千円）

件数

（件）

取扱高 

（千円）

営業収益

（千円）

件数 

（件） 

取扱高 

（千円） 

営業収益

（千円）

東京都 192 52,520,601 1,353,767 191 45,038,151 1,558,386 381 77,103,571 2,415,847

神奈川県 70 3,036,100 114,923 104 4,890,948 110,876 200 9,446,166 252,924

埼玉県 59 3,661,385 124,410 33 1,948,730 86,185 78 4,265,432 178,874

千葉県 67 1,322,054 69,404 67 2,355,106 92,431 134 5,563,623 223,211

首都圏計 388 60,540,141 1,662,506 395 54,232,937 1,847,879 793 96,378,794 3,070,858

その他 73 23,679,617 617,821 55 15,662,136 434,655 127 22,321,033 689,613

売買仲介計 461 84,219,759 2,280,327 450 69,895,073 2,282,535 920 118,699,828 3,760,472

賃貸仲介計 31  31,470 33 32,243 69  54,142

仲介手数料計 492  2,311,798 483 2,314,779 989  3,814,614

その他   195,836 153,604   291,554

合計   2,507,635 2,468,383   4,106,169

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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（アセットソリューション事業） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日)

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日)区分 

営業収益(千円) 営業収益(千円) 営業収益(千円) 

販売用不動産等売上高 2,374,967 267,182 2,321,781 

その他 855,113 800,473 1,776,574 

合計 3,230,081 1,067,655 4,098,356 

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 (販売受託事業) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 区分 

戸数 

（戸） 

取扱高 

（千円） 

営業収益 

（千円） 

戸数

（戸）

取扱高 

（千円） 

営業収益 

（千円） 

戸数 

（戸） 

取扱高 

（千円） 

営業収益 

（千円） 

首都圏          

 東京都 1,031 52,881,559 1,745,924 572 27,711,963 839,390 1,462 75,373,803 2,239,105

 その他 159 5,799,663 179,547 133 5,088,411 158,472 400 14,597,091 465,026

首都圏計 1,190 58,681,223 1,925,472 705 32,800,374 997,863 1,862 89,970,895 2,704,131

その他 276 10,848,217 326,388 8 212,414 5,349 266 9,328,397 291,414

仲介手数料計 1,466 69,529,440 2,251,861 713 33,012,789 1,003,213 2,128 99,299,292 2,995,546

その他 － － 83,810 － － 13,191 － － 107,842

合計 － － 2,335,671 － － 1,016,405 － － 3,103,388

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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(賃貸事業) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 区分 

管理戸数(戸)または 

管理面積(㎡) 

営業収益 

(千円) 

管理戸数(戸)または

管理面積(㎡) 

営業収益

(千円) 

管理戸数(戸)または 

管理面積(㎡) 

営業収益

(千円) 

住宅 6,885戸 住宅 5,098戸 住宅 5,508戸 
代行 

オフィス等 60,674㎡ 
489,890 

オフィス等 58,529㎡
455,932

オフィス等 64,150㎡ 
881,288

住宅 444戸 住宅 385戸 住宅 387戸 
転貸 

オフィス等 3,804㎡ 
495,952 

オフィス等 3,804㎡
502,561

オフィス等 3,804㎡ 
1,010,024

その他 － 99,915 － 59,562 － 180,253

住宅 7,329戸 住宅 5,483戸 住宅 5,895戸 
合計 

オフィス等 64,478㎡ 
1,085,758 

オフィス等 62,333㎡
1,018,056

オフィス等 67,954㎡ 
2,071,566

(注) １．管理戸数または管理面積は、期末時点の戸数または面積を記載しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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	　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  
	　税抜方式によっております。なお、資産等に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は、発生した中間連結会計期間の期間費用としております。  
	 
	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ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。  
	 (会計処理の変更) 
	１　役員賞与引当金に関する会計基準 
	当中間連結会計期間から「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中間純利益が14,750千円減少しております。 
	なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 
	  
	２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等 
	当中間連結会計期間から「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5,435,187千円であります。 
	中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 
	 
	(表示方法の変更) 
	（連結貸借対照表） 
	「株主に対する短期貸付金」は、前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため区分掲記しております。 
	なお、前中間連結会計期間末における「株主に対する短期貸付金」は600,000千円であります。 
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