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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

    ２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高（百万円） 48,610 50,068 50,010 98,346 103,014 

経常利益（百万円） 1,641 1,847 2,120 3,776 4,260 

中間（当期）純利益又は中

間純損失（△） 

（百万円） 

764 1,094 △557 1,966 1,223 

純資産額（百万円） 17,302 19,565 19,097 18,624 19,623 

総資産額（百万円） 46,259 50,467 49,855 50,188 51,306 

１株当たり純資産額（円） 1,201.54 1,358.71 1,326.22 1,291.05 1,359.40 

１株当たり中間（当期）純

利益又は１株当たり中間純

損失（円） 

53.09 76.02 △38.75 134.28 81.62 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 37.4 38.8 38.3 37.1 38.2 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
623 451 1,741 3,478 3,056 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
△669 △507 △1,932 △1,586 △3,672 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー（百万円） 
△273 △417 △850 332 213 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 

（百万円） 

11,819 13,890 12,920 14,364 13,962 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］

（人） 

5,811 

[2,225] 

6,011 

[2,381] 

5,934 

[2,532] 

5,816 

[2,248] 

5,682 

[2,496] 



 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

    ２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（百万円） 46,543 47,980 47,886 94,173 98,861 

経常利益（百万円） 1,490 1,686 1,860 3,564 4,049 

中間（当期）純利益又は中

間純損失（△） 

（百万円） 

689 973 △592 1,854 1,076 

資本金（百万円） 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 

発行済株式総数（千株） 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

純資産額（百万円） 16,165 18,272 17,743 17,452 18,304 

総資産額（百万円） 43,151 47,617 46,516 47,030 47,944 

１株当たり純資産額（円） 1,122.63 1,268.90 1,232.20 1,209.68 1,267.76 

１株当たり中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）

（円） 

47.85 67.59 △41.13 126.50 71.36 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配

当額（円） 
7.00 12.00 12.00 19.00 24.00 

自己資本比率（％） 37.5 38.4 38.1 37.1 38.2 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］

（人） 

3,709 

[737] 

3,698 

[589] 

3,404 

[560] 

3,644 

[563] 

3,340 

[592] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２．臨時雇用者には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

３．全社として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

ります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

２．臨時雇用者には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。また、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

管理業 5,471 (2,517） 

賃貸業 217 （3） 

工事業 119 （1） 

その他 66 （11） 

全社 61 （-） 

合計 5,934 （2,532） 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 3,404（560） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間の我が国経済は、好調な企業収益を背景にした設備投資の増加、雇用・所得環境の改善に伴

う底堅い個人消費により景気は踊り場から脱し回復基調に浮揚しましたが、原油価格の高騰など一部に景気先行き

不透明感を残しております。 

管理業界におきましては、コスト削減圧力が未だ継続している中、お客様の要求はますます多様化、高度化する

傾向にあるなど、事業環境は依然として厳しい状況にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、新中期経営計画-Grow Together New Community 2007-（平成17年度～

平成19年度）を策定し、「事業競争力の強化」と「ブランド力の向上」を基本方針として、管理ストックの最大限

の活用により、顧客ニーズに対応した事業展開や事業・地域・受託物件の再評価による業務執行体制の効率化、生

産性の向上を目指したＢＰＲ（業務プロセスの再構築）など市場競争力の強化を重点課題に取り組んでまいりまし

た。また、市場変化への対応と商品・サービスの再構築、営業の新規フィールド開拓とソリューション提案による

収益拡大に注力し、成長の維持拡大を図ってまいりました。 

その結果、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は500億10百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は20

億23百万円（前年同期比15.5％増）経常利益は21億20百万円（前年同期比14.8％増）を計上いたしましたが、固定

資産の減損会計の適用による減損損失等により、中間純損失は5億57百万円となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであり、各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高を含んで記載し

ております。 

①管理業 

マンション管理におきましては、利益体質強化のため、収益改善対策や外注費の削減など、市場価格を見極めた

対応に努めてまいりました。また、今後、大きな問題として注目されているマンションの老朽化対応について、マ

ンションの建替えを検討する管理組合を対象に、管理組合への提案ツールを作成し、コンサルティングや建替え合

意形成に向けた活動を推進してまいりました。 

 また、マンションの防犯対策については、「マンション防犯診断」を従来より提供している「建物診断」、「設

備診断」とともに診断商品として位置づけ、首都圏での試行を経て提供サービスとして商品化いたしました。 

ビル管理におきましては、業務執行体制の効率化、外注費等のコスト見直しによる価格競争力強化を図るととも

に、マーケット変化に即応できる事業体制の再構築に取り組んでまいりました。また、政府の行政改革の一環とし

て導入された、公の施設の運営管理主体を民間企業に委ねる指定管理者制度による施設運営管理の受注を推進して

まいりました。指定管理者制度による管理運営受注につきましては、既に取り組んでいるＰＦＩによる管理受託同

様、専任のプロジェクトチームを組織し、受注拡大を図っております。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は358億65百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は23億97百万円（前

年同期比7.8％増）と増収、増益となりました。 

②賃貸業 

賃貸業におきましては、既存建物の市場競争力の確保のため、徹底的なマーケティング調査により賃料設定水準

を見直す一方、建物設備の老朽化対応としてバリューアップ提案を進め、稼働率向上に努めてまいりました。ま

た、賃貸物件の老朽化対応ノウハウの蓄積に向け、自社保有物件での耐震補強・バリューアップ工事にも着手いた

しました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は71億79百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は2億56百万円（前年

同期比15.2％増）と増収、増益となりました。 

③工事業 

工事業におきましては、コスト管理体制の強化を推進するとともに、管理運営部門との連携強化等により、管理

物件における工事案件の他社流出の抑制に努めてまいりました。また、マーケットニーズを捉えた耐震、防犯など

提案型商品による受注活動を推進し、ビジネス領域の拡大に向けた営業力強化に引き続き注力してまいります。 

当中間連結会計期間の売上高は63億37百万円（前年同期比4.1％減）と、オフィス内装工事収入のマイナスなど

により減収となりましたが、原価率の改善などにより、営業利益は2億62百万円（前年同期比28.4％増）と増益に

なりました。 



④その他 

その他の事業におきましては、マンション生活関連サービスとしての不動産流通業、損害保険代理業、ビルテナ

ントに対するオフィス関連サービス業、ホテルタイプの地域コミュニティー施設の運営、集合住宅における熱供給

事業など周辺事業の強化に努めてまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の売上高は6億92百万円（前年同期比41.8％減）と、コンビニエンスストア店舗

運営事業からの撤退などにより減収となりましたが、営業損失は前年同期と比較して9百万円改善し、26百万円と

なりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間末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、前連結会計年度

末より10億42百万円減少し、129億20百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は17億41百万円（前年同期は4億51百万円の獲得）となりました。これは主に、税

金等調整前中間純利益97百万円、減価償却費4億53百万円、固定資産の減損損失19億63百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は19億32百万円（前年同期は5億7百万円の使用）となりました。これは、匿名組合

への出資12億円、業務効率化等のためのソフトウェアなど無形固定資産の取得など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） 

財務活動による資金の減少は8億50百万円（前年同期は4億17百万円の減少）で、借入金の返済と配当金の支払に

よるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産の状況 

当社グループの業務内容は、マンション及びビルの管理・賃貸・工事請負等の役務提供を主体としているため、

生産の状況を画一的に表示することは困難ですので、記載は行っておりません。 

(2）事業別販売実績 

 （注）１．事業別販売実績はセグメント間の内部売上高を含めて表示しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

 管理業 35,865 71.7 1.0 

 マンション管理 18,262 36.5 4.8 

 ビル管理 13,481 27.0 △5.7 

 その他 4,121 8.2 9.3 

 賃貸業 7,179 14.3 4.8 

 工事業 6,337 12.7 △4.1 

 その他 692 1.4 △41.8 

 セグメント間消去 △64 △0.1 － 

合計 50,010 100.0 △0.1 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 52,000,000 

計 52,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月16日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 14,400,000 14,400,000 
東京証券取引所 

（市場第一部） 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 14,400,000 14,400,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年 

４月１日～ 

平成17年 

９月30日 

－ 14,400,000 － 1,653 － 1,227 



(4）【大株主の状況】 

 （注） 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社452千株、資産

管理サービス信託銀行株式会社250千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社245千株、住友信託銀行株

式会社41千株であります。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  （注) 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2,800株（議決権の数28個）含ま

れております。 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

東急不動産株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番２号 6,480 45.00 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 2,112 14.66 

東急コミュニティー従業員持株
会 

東京都世田谷区用賀四丁目10番１号 681 4.73 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 452 3.14 

株式会社東急ハンズ 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番７号 350 2.43 

東急リバブル株式会社 東京都渋谷区道玄坂一丁目９番５号 350 2.43 

資産管理サービス信託銀行株式
会社 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 250 1.74 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 245 1.70 

住友信託銀行株式会社 

（常任代理人 日本トラステ
ィ・サービス信託銀行株式会
社） 

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

(東京都中央区晴海一丁目８番11号) 
171 1.18 

ザ バンク オブ ニューヨーク 
トリーティ ジャスデック   
アカウント 
（常任代理人 株式会社東京三
菱銀行カストディ業務部） 

AVENUE DES ARTS,35 KUNSTLAAN,1040 

BRUSSELS,BELGIUM 

(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

122 0.84 

計          － 11,216 77.88 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式14,399,800 143,998 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式         200 － 同上 

発行済株式総数 14,400,000 － － 

総株主の議決権 － 143,998 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

 該当はありません。 

(2）退任役員 

 該当はありません。 

(3）役職の異動 

 該当はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 2,130 2,050 2,475 2,435 2,315 2,910 

最低（円） 1,832 1,805 1,957 2,220 2,080 2,190 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間

会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９

月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【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】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     7,893 12,920   9,862 

２．受取手形及び売掛
金 

    4,616 4,719   4,916 

３．有価証券     6,017 －   4,099 

４．たな卸資産     1,034 933   938 

５．繰延税金資産     1,019 882   883 

６．その他     986 1,179   1,027 

貸倒引当金     △7 △8   △8 

流動資産合計     21,560 42.7 20,628 41.4   21,718 42.3

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ 8,819   7,799 8,886   

減価償却累計額   4,192 4,626 3,692 4,106 4,034 4,851 

(2）土地 ※１   10,337 8,413   9,558 

(3）その他の有形固
定資産 

  1,649   1,680 1,609   

減価償却累計額   1,317 331 1,318 361 1,320 288 

有形固定資産合計     15,295 30.3 12,881 25.8   14,698 28.7

２．無形固定資産           

(1）借地権 ※１   1,002 818   1,002 

(2）その他     1,990 3,104   2,847 

無形固定資産合計     2,993 5.9 3,922 7.9   3,849 7.5

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※１   1,755 3,814   2,192 

(2）長期貸付金     84 396   405 

(3）差入保証金敷金     5,796 5,585   5,594 

(4）繰延税金資産     1,924 1,915   2,087 

(5）その他     1,104 718   771 

貸倒引当金     △47 △7   △12 

投資その他の資産
合計 

    10,617 21.1 12,422 24.9   11,038 21.5

固定資産合計     28,907 57.3 29,226 58.6   29,587 57.7

資産合計     50,467 100.0 49,855 100.0   51,306 100.0 

            

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

    3,909 3,821   4,326 

２．短期借入金 ※１   1,702 1,604   1,748 

３．未払法人税等     826 676   54 

４．前受金     5,040 4,841   4,576 

５．預り金     4,146 3,901   4,184 

６．賞与引当金     1,874 1,846   1,825 

７．その他     2,608 2,613   2,936 

流動負債合計     20,107 39.9 19,306 38.7   19,651 38.3

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※１   19 243   776 

２．退職給付引当金     5,542 5,786   5,882 

３．役員退任慰労引当
金 

    298 339   325 

４．預り保証金敷金     4,734 4,856   4,843 

５．その他     115 115   115 

固定負債合計     10,710 21.2 11,340 22.8   11,944 23.3

負債合計     30,818 61.1 30,647 61.5   31,596 61.6

            

（少数株主持分）           

少数株主持分     83 0.1 110 0.2   86 0.2

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,653 3.3 1,653 3.3   1,653 3.2

Ⅱ 資本剰余金     1,227 2.4 1,227 2.5   1,227 2.4

Ⅲ 利益剰余金     16,294 32.3 15,471 31.0   16,250 31.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    389 0.8 744 1.5   491 0.9

Ⅴ 自己株式     － － △0 △0.0   － －

資本合計     19,565 38.8 19,097 38.3   19,623 38.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    50,467 100.0 49,855 100.0   51,306 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     50,068 100.0 50,010 100.0   103,014 100.0 

Ⅱ 売上原価     45,370 90.6 45,077 90.1   92,908 90.2

売上総利益     4,697 9.4 4,933 9.9   10,105 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１   2,946 5.9 2,909 5.8   5,974 5.8

営業利益     1,751 3.5 2,023 4.1   4,130 4.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   9   11 29   

２．保険配当金等   113   98 117   

３．その他   30 152 0.3 33 143 0.3 65 212 0.2

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   11   20 23   

２．固定資産除却損   －   21 32   

３．固定資産除売却
損 

  31   － －   

４．投資有価証券売
却損 

  8   － －   

５．投資有価証券評
価損  

  －   － 8   

６．その他   5 56 0.1 3 45 0.1 17 82 0.1

経常利益     1,847 3.7 2,120 4.2   4,260 4.1

Ⅵ 特別損失           

１．固定資産売却損   －   59 2,178   

２．減損損失  ※２  －   1,963 －   

３．その他   － － － － 2,022 4.0 50 2,229 2.1

税金等調整前中
間（当期）純利
益 

    1,847 3.7 97 0.2   2,031 2.0

法人税、住民税
及び事業税 

※３ 737   631 907   

法人税等調整額   － 737 1.5 － 631 1.3 △119 788 0.8

少数株主利益     15 0.0 24 0.0   18 0.0

中間（当期）純
利益又は中間純
損失 

    1,094 2.2 △557 △1.1   1,223 1.2

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,227 1,227   1,227

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,227 1,227   1,227

        

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     15,405 16,250   15,405

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１．中間（当期）純利益   1,094 1,094 － － 1,223 1,223

Ⅲ 利益剰余金減少高       

１．配当金   172 172 345 

２．役員賞与   33   48 33 

３．中間（当期）純損失   － 206 557 779 － 378

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    16,294 15,471   16,250

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  1,847 97 2,031

減価償却費   316 453 660

減損損失   － 1,963 －

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

  △55 △96 284

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

  △27 21 △77

役員退任慰労引当金
の増加額（△減少
額） 

  △4 13 23

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

  1 △0 2

受取利息及び受取配
当金 

  △20 △23 △58

支払利息   11 20 23

長期前払費用減少額
（△増加額） 

  45 46 94

有形固定資産売却損
益 

  9 59 2,178

有形固定資産除却損   17 17 50

売上債権の減少額
（△増加額） 

  △111 196 △410

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

  △244 △15 △129

その他の流動資産の
減少額（△増加額） 

  △151 △145 △67

差入保証金敷金の減
少額（△増加額） 

  △0 11 133

仕入債務の増加額
（△減少額） 

  △451 △504 △34

未払消費税等の増加
額（△減少額） 

  △233 △135 △179

前受金の増加額（△
減少額） 

  865 265 401

預り金の増加額（△
減少額） 

  △13 △351 209

預り保証金敷金の増
加額（△減少額） 

  △32 81 △107

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

その他の流動負債の
増加額（△減少額） 

  △70 △171 270

役員賞与の支払額   △33 △48 △33

その他   65 54 124

小計   1,728 1,811 5,389

利息及び配当金の受
取額 

  20 16 56

利息の支払額   △10 △21 △24

法人税等の支払額   △1,286 △65 △2,364

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  451 1,741 3,056

    

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

投資有価証券の取得
による支出 

  △25 △5 △59

匿名組合出資による
支出 

  － △1,200 －

有形固定資産の取得
による支出 

  △204 △191 △2,015

有形固定資産の売却
による収入 

  51 19 90

無形固定資産の取得
による支出 

  △229 △561 △1,360

投資その他の資産の
取得による支出 

  △127 △134 △191

投資その他の資産の
回収による収入 

  83 140 247

長期貸付金の貸付に
よる支出 

  △58 △1 △380

長期貸付金の回収に
よる収入 

  0 0 1

その他   1 0 △5

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △507 △1,932 △3,672

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の増加額
（△減少額） 

  △185 △25 △159

長期借入れによる収
入 

  － － 810

長期借入金の返済に
よる支出 

  △58 △652 △91

配当金の支払額   △172 △172 △345

その他    － △0 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △417 △850 213

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

  △473 △1,042 △402

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  14,364 13,962 14,364

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  13,890 12,920 13,962

    



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 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数      ７社 

連結子会社名 

東急ビルメンテナンス㈱ 

北海道東急ビルメンテナンス㈱ 

関西東急ビルメンテナンス㈱ 

㈱コミュニティースタッフ 

㈱湘南コミュニティー 

㈱ティエスコミュニティー 

㈱大阪会館 

 当社は、すべての子会社を連結

しております。 

連結子会社の数      ７社 

連結子会社名 

同左 

連結子会社の数      ７社 

連結子会社名 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社の数 

 該当事項はありません。 

持分法非適用の関連会社の数 

５社 

関連会社名 

ネオ戸塚サービス㈱ 

赤坂シグマタワー㈱ 

㈱ＳＰＣ地球研サービス 

噴火湾パノラマパークＰＦＩ㈱ 

神大病院パーキングサービス㈱ 

 なお、上記関連会社について

は、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ重要性も乏しいため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。 

持分法適用の関連会社の数 

同左 

持分法非適用の関連会社の数 

７社 

関連会社名 

ネオ戸塚サービス㈱ 

赤坂シグマタワー㈱ 

㈱ＳＰＣ地球研サービス 

噴火湾パノラマパークＰＦＩ㈱ 

神大病院パーキングサービス㈱ 

十日市場スクールサービス㈱ 

ＰＦＩ水と緑の健康都市㈱ 

 上記関連会社のうち十日市場ス

クールサービス㈱、ＰＦＩ水と緑

の健康都市㈱については、当中間

連結会計期間において新たに設立

されたものであります。 

 なお、上記関連会社について

は、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ重要性も乏しいため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。 

持分法適用の関連会社の数 

同左 

持分法非適用の関連会社の数 

５社 

関連会社名 

ネオ戸塚サービス㈱ 

赤坂シグマタワー㈱ 

㈱ＳＰＣ地球研サービス 

噴火湾パノラマパークＰＦＩ㈱ 

神大病院パーキングサービス㈱ 

 なお、上記関連会社について

は、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）等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ重要性も乏しいため、持

分法の適用範囲から除外しており

ます。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社のうち㈱大阪会館の

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、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。た

だし、同中間決算日から中間連結

決算日までの期間に発生した重要

な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

同左  連結子会社のうち㈱大阪会館の決

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、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、同決算

日から連結決算日までの期間に発

生し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 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31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 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

よる時価法 

（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） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等による

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 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法   

   なお、投資事業有限責任組合

  及びこれに類する組合への出資

 （証券取引法第２条第２項により

  有価証券とみなされるもの）の

  損益のうち、当社グループに 

  帰属する持分相当損益を「売上

  高」又は「売上原価」に計上す

  るとともに「投資有価証券」を

  加減する処理を行っておりま 

  す。 

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  ロ たな卸資産 

(イ）商品 

売価還元法による原価法 

(ロ）未成工事支出金 

個別法による原価法 

(ハ）貯蔵品 

最終仕入原価法による原

価法 

ロ たな卸資産 

(イ）商品 

同左 

(ロ）未成工事支出金 

同左 

(ハ）貯蔵品 

同左 

ロ たな卸資産 

(イ）商品 

同左 

(ロ）未成工事支出金 

同左 

(ハ）貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。 

 なお、耐用年数については、平

成10年３月31日以前に取得した建

物については、平成10年度税制改

正前の耐用年数を、その他の資産

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。 

 また、事業用定期借地権契約に

基づく借地上の建物については、

耐用年数を定期借地権の期間（20

年）、残存価額を零とした定額法

によっております。 

イ 有形固定資産 

同左 

  

  

  

イ 有形固定資産 

       同左 

  ロ 無形固定資産 

 定額法によっております。 

なお、耐用年数については、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。 

 また、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  

  

ロ 無形固定資産 

       同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支払に充てるため、支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支払に充てるため、支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計

上しております。 

  ハ 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

職給付債務及び年金資産の見込額

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。 

 また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）に

よる均等額を発生した年度から費

用処理しております。 

ハ 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

職給付債務及び年金資産の見込額

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

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による均

等額を発生年度の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

（追加情報） 

 従来、退職給付に係る会計基準

における数理計算上の差異の償却

額を発生年度から費用処理してお

りましたが、前連結会計年度より

発生年度の翌連結会計年度から費

用処理する方法に変更しておりま

す。 

 なお、数理計算上の差異は連結

会計年度末において認識されるた

め、変更後の方法によった場合に

おける中間連結会計期間の損益に

与える影響はありません。 

ハ 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

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）に

よる均等額を発生年度の翌連結会

計年度から費用処理しておりま

す。 

  ニ 役員退任慰労引当金 

 役員の退任慰労金に充てるた

め、内規に基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。 

ニ 役員退任慰労引当金 

同左 

ニ 役員退任慰労引当金 

 役員の退任慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 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。 

同左 同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（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 

 税抜方式によっており、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当

中間連結会計期間の費用として処

理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっており、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当

連結会計年度の費用として処理し

ております。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 



会計処理の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、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」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより営業利益及び経常利

益はそれぞれ13百万円増加し、税金

等調整前中間純利益は1,949百万円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。  

  また、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。 

（数理計算上の差異の処理方法の変

更）  

 従来、退職給付に係る会計基準にお

ける数理計算上の差異の償却額を発

生年度から費用処理しておりました

が、当連結会計年度より発生年度の

翌連結会計年度から費用処理する方

法に変更しております。 

 この変更は、期間損益を早期に確

定し決算を迅速化することを目的と

したものであります。この変更によ

り、従来の方法によった場合に比べ

て、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は13百万円それぞ

れ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。 

 また、数理計算上の差異は連結会

計年度末において認識されるため、

変更後の方法によった場合における

中間連結会計期間の損益に与える影

響はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前連結会計年度及び前中間連結会

計期間末において、投資その他の資

産の「その他」に含めていた「関係

会社株式」304百万円は、当中間連結

会計期間末より「投資有価証券」に

含めて掲記することといたしまし

た。  

 なお、前連結会計年度及び前中間

連結会計期間末の投資その他の資産

の「その他」に含まれる「関係会社

株式」は、371百万円及び264百万円

であります。 

（中間連結貸借対照表） 

 投資その他の資産の「投資有価証

券」に含めております「匿名組合出

資金」は、前中間連結会計期間末に

おいて投資その他の資産の「その

他」に含めておりましたが、前連結

会計年度より「投資有価証券」に含

めております。 

 なお、「匿名組合出資金」の前中

間連結会計期間末、当中間連結会計

期間末のそれぞれの金額は、235百万

円、1,431百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物及び構築物 338百万円

借地権 708百万円

計 1,047百万円

建物及び構築物 90百万円

土地 361百万円

投資有価証券 32百万円

計 484百万円

建物及び構築物 674百万円

土地 1,245百万円

借地権 708百万円 

投資有価証券 32百万円 

計 2,661百万円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

短期借入金 68百万円

長期借入金 19百万円

計 87百万円

短期借入金 47百万円

長期借入金 243百万円

計 290百万円

短期借入金 66百万円

長期借入金 776百万円

計 842百万円

   ※ 投資有価証券は、第三者の債務に対し

て担保に供しております。 

 ※ 投資有価証券は、第三者の債務に対し

て担保に供しております。 

      

２．当社及び連結子会社においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行 

８行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

２．当社及び連結子会社においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行 

８行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

２．当社及び連結子会社においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取引銀行 

８行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額の総額 3,970百万円

借入実行残高 747百万円

差引額 3,223百万円

当座貸越極度額の総額 3,970百万円

借入実行残高 720百万円

差引額 3,250百万円

当座貸越極度額の総額 3,970百万円

借入実行残高 737百万円

差引額 3,233百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目は次

のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目は次

のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主な費目は次

のとおりであります。 

給料手当賞与 879百万円

賞与引当金繰入額 278百万円

退職給付費用 86百万円

役員退任慰労引当金

繰入額 
28百万円

貸倒引当金繰入額 1百万円

給料手当賞与 874百万円

賞与引当金繰入額 241百万円

退職給付費用 76百万円

役員退任慰労引当金

繰入額 
21百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

給料手当賞与 1,976百万円

賞与引当金繰入額 260百万円

退職給付費用 180百万円

役員退任慰労引当金

繰入額 
56百万円

諸手数料 600百万円

貸倒引当金繰入額 5百万円

 なお、賞与引当金繰入額の総額は

1,874百万円、退職給付費用の総額は513

百万円であり、販売費及び一般管理費と

売上原価に計上しております。 

 なお、賞与引当金繰入額の総額は

1,846百万円、退職給付費用の総額は512

百万円であり、販売費及び一般管理費と

売上原価に計上しております。 

 なお、賞与引当金繰入額の総額は  

1,825百万円、退職給付費用の総額は  

1,093百万円であり、販売費及び一般管

理費と売上原価に計上しております。 

  

  

    

  ──────   ※２ 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産について減損損失を

計上しております。 

 ──────  

 
用途 種類  場所 

減損損
失 

ホテル
タイプ
の地域
コミュ
ニティ
ー施設 

土地及
び建物

横浜市
青葉区 

960百万
円 

賃貸マ
ンショ
ン 

土地及
び建物
等 

千葉県
成田市
他 

816百万
円 

福利厚
生施設 

土地及
び建物

横浜市
青葉区
他 

99百万
円 

事業所
等 

土地及
び建物

長野県
茅野市 

86百万
円 

 

     帳簿価額に対し著しく時価が下落して

いる資産及び営業活動から生ずる損益が

継続的にマイナスの資産について減損損

失を認識し、対象となった資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額（1,963百万円）を特別損失に計上い

たしました。 

  資産のグルーピングについては、継続

的に収支の把握を行っている管理会計上

の区分に基づき行っております。 

  なお、当該資産の回収可能価額は使用

価値、或いは正味売却価額により測定し

ております。回収可能価額を使用価値に

より測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを３％で割り引いて算定し

ております。また、回収可能価額を正味

売却価額により測定している場合には、

固定資産税評価額を合理的に調整した価

額に基づき評価しております。 

  

      

※３ 法人税、住民税及び事業税は、当中間

連結会計期間の税金等調整前中間純利益

に当中間連結会計期間の税効果会計適用

後の見積実効税率を乗じて計算した額を

計上しており、納付税額及び法人税等調

整額を一括して記載しております。 

※３ 当中間連結会計期間における税金費用

については、簡便法により計算している

ため、法人税等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示しておりま

す。 

 ──────  



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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と金額の

関係 

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と金額の

関係 

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と金額の関係 

現金及び預金勘定 7,893百万円

有価証券勘定 6,017百万円

取得日から償還日までの

期間が３ヶ月を超える債

券 

△19百万円

現金及び現金同等物 13,890百万円

現金及び預金勘定 12,920百万円

現金及び現金同等物 12,920百万円

現金及び預金勘定 9,862百万円

有価証券勘定 4,099百万円

現金及び現金同等物 13,962百万円

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース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 

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 

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 

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 

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

中間期末
残高相当
額 
（百万円） 

建物及
び構築
物 

563 203 359 

その他 825 257 567 

合計 1,388 461 927 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

中間期末
残高相当
額 
（百万円）

建物及
び構築
物 

589 261 328

その他 1,321 368 952

合計 1,911 629 1,281

取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

建物及
び構築
物 

571 232 338

その他 1,105 264 840

合計 1,676 497 1,179

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間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。 

同左  （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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 198百万円

１年超 728百万円

計 927百万円

１年以内 342百万円

１年超 939百万円

計 1,281百万円

１年以内 284百万円

１年超 894百万円

計 1,179百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

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。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

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。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

(1）支払リース料 97百万円

(2）減価償却費相当額 97百万円

(1）支払リース料 171百万円

(2）減価償却費相当額 171百万円

(1）支払リース料 218百万円

(2）減価償却費相当額 218百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成16年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

（当中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 429 1,109 680 

(2）債券 187 187 0 

国債・地方債等 187 187 0 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 616 1,297 681 

  前中間連結会計期間末（平成16年９月30日） 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

コマーシャルペーパー 5,997 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 578 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 460 1,737 1,276 

(2）債券 166 166 △0 

国債・地方債等 166 166 △0 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 627 1,903 1,276 

  当中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 572 

匿名組合出資金 1,431 



（前連結会計年度）（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日

至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 460 1,318 857 

(2）債券 167 168 0 

国債・地方債等 167 168 0 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 628 1,486 858 

  前連結会計年度（平成17年３月31日） 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

コマーシャルペーパー 4,099 

非上場株式 563 

匿名組合出資金 242 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  
管理業 
（百万円） 

賃貸業 
（百万円） 

工事業 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
35,462 6,846 6,572 1,187 50,068 － 50,068 

(2）セグメント間の内部

売上高 
32 3 39 2 77 (77) － 

計 35,494 6,849 6,611 1,190 50,146 (77) 50,068 

営業費用 33,270 6,626 6,407 1,226 47,531 786 48,317 

営業利益又は営業損失

（△） 
2,224 222 204 △36 2,615 (863) 1,751 

  
管理業 
（百万円） 

賃貸業 
（百万円） 

工事業 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
35,842 7,176 6,306 685 50,010 － 50,010 

(2）セグメント間の内部

売上高 
23 2 31 7 64 (64) － 

計 35,865 7,179 6,337 692 50,075 (64) 50,010 

営業費用 33,467 6,922 6,075 719 47,185 802 47,987 

営業利益又は営業損失

（△） 
2,397 256 262 △26 2,890 (867) 2,023 

  
管理業 
（百万円） 

賃貸業 
（百万円） 

工事業 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売

上高 
71,877 13,698 15,133 2,304 103,014 － 103,014 

(2）セグメント間の内部

売上高 
58 6 39 5 108 (108) － 

計 71,936 13,704 15,172 2,309 103,122 (108) 103,014 

営業費用 67,265 13,282 14,347 2,301 97,196 1,686 98,883 

営業利益 4,671 422 824 8 5,925 (1,795) 4,130 



 （注）１．事業区分の方法 

 役務提供の形態別区分によっております。 

２．各区分に属する主要な内容 

① 管理業……マンション、ビル等建物・施設の事務管理、設備管理、清掃、保安警備、フロントサービスそ

の他総合的管理運営業務 

② 賃貸業……マンション、ビル等建物・施設の賃貸運営業務 

③ 工事業……マンション共用部分の建物・設備改修工事、マンション専有部分のリフォーム工事、オフィス

内の改装工事の請負業務 

④ その他……不動産の売買・賃貸の仲介、生活関連サービス、オフィス関連サービス、ホテルタイプの地域

コミュニティー施設の運営業務 

３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち、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860百万円、864百万円及び1,793百万円であり、その主なものは、当社

の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

（当中間連結会計期間） 

 固定資産の減損に係る会計基準の適用 

   会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用してお

ります。なお、この変更による影響は軽微であります。 

 （前連結会計年度） 

 数理計算上の差異の処理方法の変更 

   会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度より、数理計算上の差異の処理方法を変更しておりま  

す。なお、この変更による影響は軽微であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

(2）【その他】 

決算日以後の状況 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,358.71円

１株当たり中間純利益 76.02円

１株当たり純資産額 1,326.22円

１株当たり中間純損失 38.75円

１株当たり純資産額 1,359.40円

１株当たり当期純利益 81.62円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。      

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益又

は１株当たり中間純損失（△） 
      

中間（当期）純利益又は中間純損

失（△）（百万円） 
1,094 △557 1,223 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － 48 

（うち利益処分による役員賞与

金） 
(－) (－) (48) 

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は中間純損失（△）（百万

円） 

1,094 △557 1,175 

期中平均株式数（千株） 14,400 14,399 14,400 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   6,399   11,248 8,230   

２．受取手形   49   44 39   

３．売掛金   4,308   4,392 4,632   

４．有価証券   6,017   － 4,099   

５．たな卸資産   1,022   923 929   

６．その他   1,740   1,756 1,653   

貸倒引当金   △6   △6 △6   

流動資産合計     19,532 41.0 18,359 39.5   19,578 40.8

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物 ※２ 4,189   3,603 4,345   

(2）土地 ※２ 10,162   7,972 9,021   

(3）その他   321   352 282   

有形固定資産合計     14,673 30.8 11,928 25.6   13,649 28.5

２．無形固定資産     2,232 4.7 3,175 6.8   3,099 6.5

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,440   3,456 1,859   

(2）差入保証金敷金   5,685   5,458 5,482   

(3）その他 ※２ 4,099   4,142 4,284   

貸倒引当金   △45   △6 △10   

投資その他の資産
合計 

    11,179 23.5 13,051 28.1   11,616 24.2

固定資産合計     28,085 59.0 28,156 60.5   28,365 59.2

資産合計     47,617 100.0 46,516 100.0   47,944 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   4,685   4,650 5,042   

２．短期借入金 ※２ 1,254   1,150 1,262   

３．未払法人税等   771   584 31   

４．前受金   3,569   3,675 3,586   

５．預り金   4,114   3,861 4,148   

６．賞与引当金   1,591   1,542 1,527   

７．その他 ※５ 3,024   2,615 2,797   

流動負債合計     19,013 39.9 18,079 38.9   18,397 38.4

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ －   － 506   

２．退職給付引当金   5,335   5,583 5,670   

３．役員退任慰労引当
金 

  280   322 307   

４．預り保証金敷金   4,713   4,784 4,755   

５．その他   3   3 3   

固定負債合計     10,332 21.7 10,692 23.0   11,242 23.4

負債合計     29,345 61.6 28,772 61.9   29,640 61.8

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,653 3.5 1,653 3.6   1,653 3.5

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   1,227   1,227 1,227   

資本剰余金合計     1,227 2.6 1,227 2.6   1,227 2.6

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金   114   114 114   

２．任意積立金   13,713   14,403 13,713   

３．中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

  1,172   △400 1,102   

利益剰余金合計     15,000 31.5 14,116 30.3   14,930 31.1

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    390 0.8 745 1.6   492 1.0

Ⅴ 自己株式     － － △0 △0.0   － －

資本合計     18,272 38.4 17,743 38.1   18,304 38.2

負債・資本合計     47,617 100.0 46,516 100.0   47,944 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     47,980 100.0 47,886 100.0   98,861 100.0 

Ⅱ 売上原価     43,752 91.2 43,516 90.9   89,616 90.6

売上総利益     4,227 8.8 4,370 9.1   9,244 9.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,642 5.5 2,609 5.4   5,354 5.5

営業利益     1,585 3.3 1,760 3.7   3,890 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※１   150 0.3 136 0.3   206 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   49 0.1 36 0.1   46 0.0

経常利益     1,686 3.5 1,860 3.9   4,049 4.1

Ⅵ 特別損失 ※3,4   － － 1,912 4.0   2,229 2.3

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△） 

    1,686 3.5 △52 △0.1   1,820 1.8

法人税、住民税及
び事業税 

※６ 713   540 834   

法人税等調整額   － 713 1.5 － 540 1.1 △89 744 0.7

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

    973 2.0 △592 △1.2   1,076 1.1

前期繰越利益     199 191   199 

中間配当額     － －   172 

中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

    1,172 △400   1,102 

            



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

による時価法 

（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） 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等によ

る時価法 

（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 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）の損益の

うち、当社に帰属する持分相当損

益を「売上高」又は「売上原価」

に計上するとともに「投資有価証

券」を加減する処理を行っており

ます。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  (2）たな卸資産 

商品 

売価還元法による原価法 

未成工事支出金 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

未成工事支出金 

同左 

貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

未成工事支出金 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法によって

おります。 

 なお、耐用年数については、平

成10年３月31日以前に取得した建

物については、平成10年度の税制

改正前の耐用年数を、その他の資

産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。 

 また、事業用定期借地権契約に

基づく借地上の建物については、

耐用年数を定期借地権の期間（20

年）、残存価額を零とした定額法

によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、

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。 

また、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支払に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支払に充てるため、支給見込

額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。 

  

  

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

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。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による均等額を発生した年

度から費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

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

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）に

よる均等額を発生年度の翌事業

年度から費用処理しておりま

す。 

 （追加情報） 

 従来、退職給付に係る会計基

準における数理計算上の差異の

償却額を発生年度から費用処理

しておりましたが、前事業年度

より発生年度の翌事業年度から

費用処理する方法に変更してお

ります。 

 なお、数理計算上の差異は事

業年度末において認識されるた

め、変更後の方法によった場合

における中間会計期間の損益に

与える影響はありません。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による均等額を発生年度の

翌事業年度から費用処理してお

ります。 

  

  

(4）役員退任慰労引当金 

 役員の退任慰労金に充てるた

め、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退任慰労引当金 

同左 

(4）役員退任慰労引当金 

 役員の退任慰労金に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

４．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。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっており、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当

中間会計期間の費用としておりま

す。 

同左  税抜方式によっており、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当

事業年度の費用としております。 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これにより

営業利益及び経常利益はそれぞれ12

百万円増加し、税引前中間純利益は

1,840百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

（数理計算上の差異の処理方法の変

更） 

 従来、退職給付に係る会計基準に

おける数理計算上の差異の償却額を

発生年度から費用処理しておりまし

たが、当事業年度より発生年度の翌

事業年度から費用処理する方法に変

更しております。 

 この変更は、期間損益を早期に確

定し決算を迅速化することを目的と

したものであります。 

 この変更により、従来の方法によ

った場合に比べて、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は13百万

円それぞれ減少しております。 

 また、数理計算上の差異は事業年度

末において認識されるため、変更後

の方法によった場合における中間会

計期間の損益に与える影響はありま

せん。 

   



      表示方法の変更  

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

────── （貸借対照表） 

 投資その他の資産の「投資有価証

券」に含めております「匿名組合出

資金」は、前中間会計期間末におい

て投資その他の資産の「その他」に

含めておりましたが、前事業年度よ

り「投資有価証券」に含めておりま

す。 

 なお、「匿名組合出資金」の前中

間会計期間末、当中間会計期間末の

それぞれの金額は、235百万円、

1,431百万円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償

却累計額 
4,752百万円 4,239百万円 4,589百万円 

※２．担保資産       

(イ）担保に供している資

産 

──────     

建物 

土地 

関係会社株式 

計 

  

  －

  －

  32百万円

  32百万円

  261百万円

  884百万円

  32百万円

  1,178百万円

(ロ）上記に対応する債務 ──────     

長期借入金       

（１年以内に返済予

定の長期借入金を含

む） 

  －  519百万円 

関係会社株式 

  

※ 関係会社株式は、第三者の

債務に対して担保に供してお

ります。 

※ 関係会社株式は、第三者の

債務に対して担保に供してお

ります。 

３．偶発債務       

保証債務 関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証 

関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証 

関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証 

  ㈱大阪会館 404百万円

計 404百万円

㈱大阪会館 403百万円

計 403百万円

㈱大阪会館 429百万円

計 429百万円

４．当座貸越契約の借入額

等 

 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行８ 

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

同左  当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行８

行と当座貸越契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当事業

年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

  当座貸越極度額

の総額 

3,620百万円

借入実行残高 720百万円

差引額 2,900百万円

 当座貸越極度額

の総額 

3,620百万円

借入実行残高 720百万円

差引額 2,900百万円

※５．消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 ────── 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目       

受取利息 3百万円 10百万円 8百万円 

※２．営業外費用の主要項目       

支払利息 6百万円 14百万円 13百万円 

※３．特別損失の主要項目 ─―─────     

固定資産売却損   59百万円  2,178百万円 

減損損失     1,853百万円 －  

※４．減損損失 ──────   当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しております。 

────── 

 

  
用途 種類  場所 

減損
損失 

ホテル
タイプ
の地域
コミュ
ニティ
ー施設

土地及
び建物

横浜市
青葉区 

960百
万円 

賃貸マ
ンショ
ン 

土地及
び建物
等 

千葉県
成田市
他 

792百
万円 

福利厚
生施設

土地及
び建物

横浜市
青葉区
他 

99百
万円 

  

      帳簿価額に対し著しく時価が下

落している資産及び営業活動から

生ずる損益が継続的にマイナスの

資産について減損損失を認識し、

対象となった資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額（1,853百万円）を特別損失に計

上いたしました。 

 資産のグルーピングについて

は、継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分に基づき行

っております。 

 なお、当該資産の回収可能価額

は使用価値、或いは正味売却価額

により測定しております。回収可

能価額を使用価値により測定して

いる場合には、将来キャッシュ・

フローを３％で割り引いて算定し

ております。また、回収可能価額

を正味売却価額により測定してい

る場合には、固定資産税評価額を

合理的に調整した価額に基づき評

価しております。 

  

 ５．減価償却実施額       

有形固定資産 151百万円 128百万円 292百万円 

無形固定資産 138百万円 299百万円 312百万円 

※６．簡便法による税効果会

計 

 法人税、住民税及び事業税は、

当中間期の税引前中間純利益に当

中間期の税効果会計適用後の見積

実効税率を乗じて計算した額を計

上しており、納付額及び法人税等

調整額を一括して記載しておりま

す。 

 当中間会計期間における税金費

用については、簡便法により計算

しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。 

────── 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

(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 

(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 

(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 

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万
円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

建物 563 203 359 

工具器
具備品 

789 238 551 

合計 1,353 442 911 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万
円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

建物 589 261 328

工具器
具備品

1,321 368 952

合計 1,911 629 1,281

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万
円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

建物 571 232 338

工具器
具備品

1,092 253 838

合計 1,663 485 1,177

   （注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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。 

同左  （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）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 191百万円

１年超 719百万円

合計 911百万円

１年内 342百万円

１年超 939百万円

合計 1,281百万円

１年内 283百万円

１年超 894百万円

合計 1,177百万円

   （注）未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

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。 

同左  （注）未経過リース料期末残高相

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。 

  (3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額 

  支払リース料 93百万円

減価償却費相当額 93百万円

支払リース料 171百万円

減価償却費相当額 171百万円

支払リース料 216百万円

減価償却費相当額 216百万円

  (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,268.90円

１株当たり中間純利益 67.59円

１株当たり純資産額 1,232.20円

１株当たり中間純損失 41.13円

１株当たり純資産額 1,267.76円

１株当たり当期純利益 71.36円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益又は１

株当たり中間純損失（△） 
      

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（百万円） 
973 △592 1,076 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 

（うち利益処分による役員賞与金） 

－ 

(－) 

－ 

（－） 

48 

（48） 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は中間純損失（△）（百万円） 
973 △592 1,027 

期中平均株式数（千株） 14,400 14,399 14,400 



(2）【その他】 

 平成17年11月8日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1）中間配当による配当金の総額         172百万円 

(2）１株当たりの金額               12円00銭 

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日    平成17年12月12日 

 （注） 平成17年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第36期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月23日関東財務局長に提出 

(2）臨時報告書 

平成17年10月28日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号 （財政状態及び経営成績に著しい影響を与える

事象）に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月16日

株式会社東急コミュニティー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 富山 兼忠  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 守屋 俊晴  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 吉村  基  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東急コミュニティーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４

月１日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社東急コミュニティー及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月15日

株式会社東急コミュニティー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 富山 兼忠  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 吉村  基  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東急コミュニティーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社東急コミュニティー及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より、固

定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月16日

株式会社東急コミュニティー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 富山 兼忠  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 守屋 俊晴  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 吉村  基  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東急コミュニティーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社東急コミュニティーの平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月15日

株式会社東急コミュニティー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 富山 兼忠  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 吉村  基  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社東急コミュニティーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監

査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社東急コミュニティーの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準を適用している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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