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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

  
 

(注) １．第26期が連結初年度に当たるため、第25期の「(1）連結経営指標等」については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第26期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債を発行しておりますが、当社

株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。また第27期および第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４. 第25期において連結財務諸表を作成しておりませんので、第26期の「(1)連結経営指標等」の「自己資本利

益率」については、第26期末の自己資本を基準に算定しております。 

５. 平成16年２月３日付をもって株式会社名古屋証券取引所に上場したため、第26期の株価収益率については記

載しておりません。 

６．平成15年６月23日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

７. 平成16年７月30日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 

第一部 【企業情報】

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月

売上高 (百万円) ― 26,697 43,816 66,338 76,028

経常利益 (百万円) ― 2,007 3,064 4,858 2,832

当期純利益 (百万円) ― 965 1,718 2,697 1,494

純資産額 (百万円) ― 2,785 10,801 13,678 14,819

総資産額 (百万円) ― 24,900 54,937 78,965 80,044

１株当たり純資産額 （円） ― 2,097.94 520.43 657.20 714.80

１株当たり当期純利益 （円） ― 727.33 99.60 129.23 72.00

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

（円） ― ― ― 129.18 ―

自己資本比率 （％） ― 11.2 19.7 17.3 18.5

自己資本利益率 （％） ― 34.7 25.3 22.0 7.0

株価収益率 （倍） ― ― 38.6 34.1 17.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― △7,715 △16,760 △27,349 5,549

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― △2,651 1,871 18 △386

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― 11,356 27,434 20,646 555

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) ― 2,020 14,565 7,881 13,600

従業員数 （人） ― 423 742 885 875



(2）提出会社の経営指標等 

  
 

(注) １．第26期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、提出会社の第26期以降の「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の期末残高」については、記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第26期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債を発行しておりますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。また第27期および第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有す

る潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

４．当社は平成16年２月３日付をもって株式会社名古屋証券取引所に上場したため、第25期及び第26期の株価収

益率については記載しておりません。 

５．第26期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

６．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

７．平成15年６月23日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

８. 平成16年７月30日付で株式１株につき10株の株式分割を行っております。 

  

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月

売上高 (百万円) 16,135 26,680 43,177 60,131 66,967

経常利益 (百万円) 1,488 2,031 3,310 4,046 1,870

当期純利益 (百万円) 757 989 1,670 2,129 962

持分法を適用した場合 
の投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 301 301 3,380 3,778 3,778

発行済株式総数 （株） 442,500 1,327,500 20,755,000 21,025,000 21,025,000

純資産額 (百万円) 1,823 2,809 10,777 13,085 13,694

総資産額 (百万円) 11,205 24,020 49,578 64,816 70,300

１株当たり純資産額 （円） 4,120.34 2,116.02 519.25 628.72 660.56

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

（円）
―

( ―)
―

( ―)
―

( ―)
5

( ―)
5

( ―)

１株当たり当期純利益 （円） 1,750.47 745.42 96.79 102.01 46.38

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

（円） ― ― ― 101.97 ―

自己資本比率 （％） 16.3 11.7 21.7 20.2 19.5

自己資本利益率 （％） 54.0 42.7 24.6 17.8 7.0

株価収益率 （倍） ― ― 39.7 43.1 27.7

配当性向 （％） ― ― ― ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,513 ― ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △409 ― ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,247 ― ― ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 1,030 ― ― ― ―

従業員数 （人） 270 423 735 854 847



２ 【沿革】 

  
 

（注）やすらぎ共済株式会社は平成19年４月13日に清算結了しております。 

  

年月 事項

昭和53年９月 群馬県桐生市に資本金1,000万円で石材業を目的に設立

昭和63年12月 宅地建物取引業の免許を取得し、不動産の売買、代理業を開始

平成元年１月 建築部及び不動産部を開設し、戸建住宅の販売業を開始

平成２年２月 賃貸部を開設し、不動産の賃貸業を開始

平成10年８月 民事執行法改正に伴い、不動産競売物件を落札し、リフォーム後に販売する事業形態（中古住宅

再生事業）を確立 

営業店舗を群馬県桐生市に開設

平成11年３月 高崎支店を開設（その後、各地に展開し平成19年１月20日現在 支店）

平成13年７月 東京本部を中央区八丁堀に開設

平成15年６月 事務処理能力の拡充のため群馬県新田郡笠懸町にマネジメントセンターを開設

平成15年10月 子会社株式会社プロパティー(資本金１億円、当社100％出資)を設立

平成16年２月 株式会社名古屋証券取引所セントレックスに上場

平成16年８月 子会社株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収(資本金５億円、当社100％出資)を設立

平成16年９月 子会社株式会社バリュー・ローン(資本金１千万円、当社100％出資)を設立

平成17年４月 業容拡大に伴う事務処理能力の更なる拡充のため群馬県桐生市琴平町にマネジメントセンターを

移転

平成18年２月 株式会社バンカー(資本金１千万円、当社100％出資)及びやすらぎ共済株式会社(資本金１千万

円、当社85％出資)を設立

平成18年11月 やすらぎ共済株式会社を解散決議し、現在清算中（注）



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、連結子会社５社（株式会社プロパティー、株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収、株

式会社バリュー・ローン、株式会社バンカー、やすらぎ共済株式会社）により構成されております。  

 当社は不動産競売市場および不動産任売市場から中古住宅を仕入れ、その住宅にリフォームを施し、中

古住宅を再生して販売する「中古住宅再生事業」を主たる業務としております。  

 株式会社プロパティー(資本金１億円、当社100%出資)は不動産競売市場および不動産任売市場から収益

物件を仕入れ、その収益物件の入居率を上昇させ、投資物件として販売する「収益物件運営事業」を主た

る業務としております。また、当社および株式会社プロパティーは付帯業務としてアパート等の賃貸業務

を営んでおります。  

 株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収(資本金５億円、当社100%出資)は各種債権(主に住宅ローン債権)の管

理・回収を行う「サービサー事業」を主たる業務としております。  

 株式会社バリュー・ローン(資本金１千万円、当社100%出資)は当社が中古住宅を販売するにあたり顧客

へローン融資を行う「貸金事業」および「ファクタリング事業」を主たる業務としております。  

 株式会社バンカー(資本金１千万円、当社100%出資)は不動産任売市場での売買業務および仲介業務を主

たる事業の目的として平成18年２月に設立いたしました。 

 やすらぎ共済株式会社(資本金１千万円、当社85％出資)はホームワランティ(住宅機器の故障や瑕疵を

補償する共済)の販売を主たる目的として平成18年２月に設立いたしましたが、その後において、主な活

動がなく今後の成長が見込めないため、平成18年11月をもって、解散決議をいたしましました。 なお、

やすらぎ共済株式会社は、平成19年４月13日をもって、清算結了いたしました。 

以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

  



事業系統図 

  

 

  



(1）不動産競売手続 

当社の販売は、不動産競売市場や個人からの一般買取による仕入等によるものであります。なお、不

動産競売手続の概略は下記のとおりであります。 

  

 

  

(2）リフォーム 

当社は、取得した物件を単に転売するのではなく、築年数が数十年におよぶ物件も含めて中古戸建住

宅の物理的・機能的な修復を図り、外観についても様々な角度から分析し、住宅としての価値を高めた

上で、販売しております。 

中古住宅リフォームについては、全国各地域において地元のリフォーム協力会社に発注しておりま

す。協力会社の選定に当たっては、事前に説明会を開催し、当社の事業方針に賛同を得た会社で、業歴

等も勘案して決定しております。また、リフォーム工事については、建物の構造・築経過年数などを総

合的に勘案するなどして工事を行っております。 

  

(3）販売 

当社は、主に新聞折込チラシ等による広告宣伝によって、お客様へ直接販売を行っております。その

他、仲介業者を通して委託販売をする場合もあります。今後、販路拡大のため、委託販売によるものが

増える可能性があります。 

  



４ 【関係会社の状況】 

 

(注) １．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２. 株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収は特定子会社であります。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1）連結会社における状況 

平成19年１月20日現在
 

(注) 全社（共通）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 

平成19年１月20日現在
 

(注) １．従業員数は、子会社への出向者３名を除いた就業人員であります。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所
資本金 

（百万円）
主要な事業
の内容

議決権の所有 

割合又は被所有 

割合（％）
関係内容

(連結子会社)

株式会社プロパティー 群馬県桐生市琴平町 100
収益物件運営
事業

100.0 役員の兼任３名

(連結子会社)

株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収 東京都港区新橋 500
その他事業 

(サービサー事

業)
100.0 役員の兼任４名

(連結子会社)

株式会社バリュー・ローン 群馬県桐生市琴平町 10
その他事業
(貸金事業)

100.0 役員の兼任３名

(連結子会社)

株式会社バンカー 群馬県桐生市美原町 10

その他事業 

(不動産売買、仲

介、賃貸および

管理事業)

100.0 役員の兼任２名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

中古住宅再生事業 761

収益物件運営事業 24

その他事業（サービサー事業、貸金事業、賃貸事業） 8

全社（共通） 82

合計 875

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

847 42.4 2.0 3,348



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や、雇用所得環境の改

善により個人消費も緩やかな増加基調が継続しております。不動産業界におきましては、首都圏を中心

に上場J－REITや不動産私募ファンドの組成が行われ投資競争が激化しております。  

 当社は、不動産需要の高い首都圏を敢えて狙わずに、全国各地の地方市場の競合の少なさを逆手に取

り、そこにおける収益性の確保に重点をおいた経営戦略を展開しております。当社は、これを「田舎戦

略」として、全国各地の地方市場において平均販売価格1,400万円といった低価格帯を中心に優良物件

の提供を行っております。また、全国各地の地方市場の特性を的確に把握し、多様化するお客様のニー

ズを見越して、厳選した不動産物件の仕入を行っております。そして、これに当社独自のノウハウや長

年の経験を活かした高度なリフォーム等でバリューアップ（味付け、価値付加）することで、高価値を

付加した中古不動産へと再生し、これを割安な価格で市場に提供しております。この価格は特に地方市

場は持ち家志向が高く、首都圏と比して平均所得が低いとされる地方市場において、非常に魅力的なも

のになっております。また一方で、地方市場においては商品戦略や採算が合わないという理由で、大手

住宅販売・メーカーは参入しにくい点で、同業他社に対して差別化を図ることが可能となっておりま

す。  

 また、当社の100％子会社である株式会社プロパティーが運営する不動産の賃貸事業は、今もなお順

調に推移しております。  

 さらに、当社の100％子会社である株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収は各種債権(主に住宅ローン債権)

の管理・回収を行う「サービサー事業」を主たる業務としており、その業績は順調に推移しておりま

す。 

 あと、当社の100％子会社である株式会社バリュー・ローンにおきましては、銀行ローンとは異なっ

たグループ独自基準による住宅ローン貸出事業や、ファクタリング事業を順調に展開しております。  

 こうした当社グループの営業活動の結果、販売棟数につきましては、当連結会計年度で4,177棟（前

連結会計年度は3,568棟で、17.1%の増加）となりました。  

 他方、仕入につきましては、当連結会計年度で3,936棟（前連結会計年度は5,025棟で、21.7%の減

少）となりました。仕入の内訳については以下のとおりです。  

 まず、競売仕入につきましては、当連結会計年度で2,304棟（前連結会計年度は3,961棟で、41.8%の

減少）となりました。次に、任売仕入（一般個人や不動産業者から直接物件を買い取りする仕入形態）

につきましては、当連結会計年度で1,632棟（前連結会計年度は1,064棟で、53.4%の増加）となりまし

た。   

 以上により、当連結会計年度の売上高は、76,028百万円(前連結会計年度は66,338百万円で、14.6%の

増加)、経常利益は、2,832百万円(前連結会計年度は4,858百万円で、41.7%の減少)、当期純利益は、

1,494百万円(前連結会計年度は2,697百万円で、44.6%の減少)となりました。     

 当連結会計年度におきましては、売上高が増加したものの、経常利益および当期純利益は前年同期と

比べて減少となりました。これは、当連結会計年度の下半期におきまして、財政状態の健全化、資本効

率や回転率の上昇を目的として、長期にわたって在庫となったたな卸資産の処分や整理等を優先事項に

した販売政策に重点をおいたためによるものです。この結果、原価率は通常見込まれていた水準を上回

り、粗利益は通常見込まれていた金額を大幅に下回ることとなりました。 



 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりとなりました。 

 まず、中古住宅再生事業の売上高は64,555百万円（前連結会計年度は59,831百万円で、7.9%の増

加）、営業利益は3,435百万円（前連結会計年度は4,883百万円で、29.7%の減少）となりました。  

 また、収益物件運営事業の売上高は9,491百万円（前連結会計年度は4,835百万円で、96.3%の増

加）、営業利益は1,470百万円（前連結会計年度は1,375百万円で、6.9%の増加）となりました。 

 さらに、その他事業の売上高は1,981百万円（前連結会計年度は1,671百万円で、18.6%の増加）、営

業利益は758百万円（前連結会計年度は275百万円で、175.2%の増加）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により5,549百万円の増加となり、

投資活動により386百万円の減少となり、財務活動により555百万円の増加となりました。この結果、現

金及び現金同等物（以下「資金」）は5,718百万円の増加となり、期末残高は13,600百万円となりまし

た。  

 なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度においては営業活動の結果、5,549百万円の資金が増加（前連結会計年度は27,349百

万円の減少）しました。これは当連結会計年度より、資本効率をより意識した仕入活動を行い、たな卸

資産の在庫の処分・整理等を優先した販売活動の結果、たな卸資産は9,351百万円の減少となり、この

たな卸資産の減少による資金増加がその主な要因であります。 

  

（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の結果、386百万円の資金が減少（前連結会計年度は18百万円の増

加）しました。これは主に有形固定資産の取得および無形固定資産の取得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） 

当連結会計年度において財務活動の結果、555百万円の資金が増加（前連結会計年度は20,646百万円

の増加）しました。これは主に、社債の発行による収入の増加によるものであります。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループでは、業務上生産及び受注の状況の区別が困難であることから、省略しております。 

地域別等の販売実績は、次のとおりであります。 

  
 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第28期
(平成17年１月21日から
平成18年１月20日まで)

第29期（当連結会計年度）
(平成18年１月21日から
平成19年１月20日まで)

販売戸数(戸) 金額(百万円) 販売戸数(戸) 金額(百万円)

群馬県 233 3,573 253 4,383

長野県 180 2,969 222 4,167

愛知県 122 2,532 106 2,611

北海道 189 2,504 323 3,732

埼玉県 99 2,439 122 2,481

新潟県 130 2,304 138 1,897

静岡県 111 2,030 116 2,154

東京都 53 1,806 48 1,581

宮城県 96 1,805 76 1,168

山梨県 100 1,801 98 1,351

栃木県 108 1,783 134 2,192

岐阜県 99 1,777 105 1,742

岩手県 132 1,757 113 1,610

福島県 106 1,641 137 2,147

茨城県 100 1,595 131 1,888

兵庫県 95 1,509 87 1,446

岡山県 85 1,280 90 1,228

広島県 79 1,236 90 1,225

京都府 45 1,218 48 1,087

千葉県 78 1,217 150 2,357

その他の地域等 1,328 21,055 1,590 22,108

収益物件運営事業等 ― 6,506 ― 11,472

合計 3,568 66,338 4,177 76,028



３ 【対処すべき課題】 

平成16年２月に競売業者として初めて株式上場した当社は、不動産競売市場から仕入れた低価格の住宅

にリフォームを施し、良質廉価な住宅を販売するという独自のビジネスモデルで同業他社との差別化を図

り、急速な事業拡大を遂げて参りました。今後も永続的に事業発展・社会寄与を遂げるには、お客様の多

様化するニーズを満たすべく、さらなる営業販売力および商品力の強化が急務であると考えております。

具体的な策といたしましては、平成19年１月より、専門の講師等を招いて、数日間にわたる営業強化セミ

ナーや勉強会等を開催し、営業社員の質的向上を図っております。また、当社の課題である販売の強化お

よびたな卸資産の長期在庫化の防止としましては、営業部門において、熟練した営業担当員の仕入専門担

当員への配置転換や人材育成に重点を置き、徹底した仕入管理や在庫管理を行っております。さらに、管

理部門におきましても、平成19年１月21日付の組織変更により、商品の仕入、販売およびたな卸資産の徹

底した管理を遂行するために、営業管理部を管理本部から財務本部に移管しました。これによって、たな

卸資産に関しましては、計数的管理の強化を図ることとしました。 

 当社グループは、グループ経営の強化を図るために、まず、中古住宅再生事業以外にも、収益物件への

投資・販売事業も本格稼動しており、かかる事業の遂行のため収益物件を増やしていく予定でおります。

また、今後不動産投資ファンド組成等も採用して参ります。さらに、当社グループは金融と連動している

不動産再生の総合企業グループとして、事業間(中古住宅再生事業、収益物件運営事業、サービサー事

業、貸金事業等)のシナジー効果が発揮できるよう、情報システムの構築を進めていく方針であります。

このように、不動産および金融関連事業に関わる専門的知識と経験に基づく付加価値の高い事業を構築し

ていくには、優秀な人材の確保と育成が不可欠となっており、当社グループでは、このような認識のもと

積極的に優秀な人材を採用・教育していく方針であります。 

 また、当社グループは、グループ経営の強化を図るために、現在、内部統制マニュアルに基づく管理体

制を整備しております。今後、各般の法令等に基づく整備やその運用がより一層強く求められるため、当

社グループといたしましては、内部統制システムに基づく内部基本方針を、新たに制定し対応していく所

存でおります。 

 なお、当社グループは、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ

いては、現段階では特に定めておりません。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。文中における将来に関する事項は、当連

結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

なお、当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める方針でありますが、投資判断は、以下の事業等のリスク及び本項以外の記載事項を慎重に検討

した上で行われる必要があると考えます。また、以下の記載は、当社グループの事業もしくは本株式への

投資に関するリスクを完全に網羅するものではありませんので、この点ご留意ください。 

  

１．リフォーム協力会社(外注先)について 

当社グループの外注先は地域のリフォーム業者等を中心に、平成19年３月31日現在1,709社が登録さ

れており、全国的に標準化された工事を実施するために、当社が設定した一定の技術水準を満たした業

者を選定しております。 

当社グループは、仕入れた不動産物件を外注業者に施工させることにより、いわゆる共存共栄の関係

を築いておりますが、今後の事業展開におきまして、外注業者の確保ができなかった場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは外注業者に対して、技術的アドバ

イス、施工状況の管理等を行っておりますが、施工上のトラブルが生じる可能性もあり、このことによ

り当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．競合について 

競売市場で当社グループと同程度の事業規模を展開している不動産業者は多くはありません。しか

し、通常の市場価格より割安な競売価格が存在すること、また、新聞、雑誌、インターネットなど、競

売市場へのアクセス方法の多様化により、情報入手が容易となったため、首都圏においては、豊富な資

金力を背景としたサービサー、不動産業者や個人投資家の購入も増加しており、今後、競売市場におけ

る競合等が生ずる可能性があります。 

  

３．特有の法的規制等に係るものについて 

当社グループの販売物件に係る仕入については、全国の地方裁判所管轄による競売物件によるものが

過半数を占めております。この競売は民事執行法（注）のもと実施されております。また、競売妨害等

に関しては刑法により処罰の対象となります。その他、不動産業界においては、事業領域は不動産の開

発から販売・賃貸にまで及び、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、廃棄物処理法等の法的規

制を受けております。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制等が設けられる場合には、当社グル

ープの事業活動が制限を受ける可能性があり、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

(注) 民事執行法  強制執行、担保権の実行としての競売及び民法、会社法その他の法律の規定による換価の

ための競売について定めた法律。 

  

４．中古住宅性能保証ついて 

当社は、物件購入後のお客様施工（工事管理）を充実させ、品質管理を行うことを目的として、平成

13年７月より５年間保証制度を行いました。平成16年10月より、宅建業法の規定に基づき、２年間の瑕

疵担保責任を負っております。また、年々販売件数が増加しており、それに合わせてクレーム件数の増

加や保証工事の増加が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、当社の販売した住宅に重



大な瑕疵があるとされた場合などで、当社の責によるか否かを問わず、また、実際の瑕疵の有無によ

らず、根拠のない誤認であった場合でも当社の信用に悪影響を及ぼし、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

  

５．事業拡大及び新規事業の参入について 

当社事業は、旺盛な再生中古住宅への需要を背景に、急速な拡大を遂げてまいりました。当社グルー

プは再生中古住宅への旺盛な需要は今後も続くと考えており、首都圏地域を除く日本全国での中古住宅

再生事業における占有率を上げるためにも、今後仕入物件および店舗数を増やす予定でおります。また

当社グループは中古住宅再生事業以外にも、地方賃貸物件への需要を取込むためにも収益物件への投資

事業も新規事業として開始しており、かかる事業の遂行のため今後賃貸目的の弊社保有不動産を増やす

予定でおります。さらに当社は今後不動産投資ファンド組成等へ関与する可能性もあります。しかし、

今後景気動向、不動産市場の動向、金利動向、地価動向等のマクロ経済要因や、住宅取得希望者の嗜好

の大幅な変化があった場合、仕入物件数や店舗数の増加、また新規事業等への参入によって必ずしも当

初想定されていた利益の増加に直結しない可能性があります。 

  
  
６．代表取締役への依存度等について 

当社代表取締役社長である須田忠雄は当社の創業者であり、かつ大株主であります。同氏は当社グル

ープの経営方針、戦略の決定等、当社の事業活動上重要な役割を果たしております。また、同氏及び同

氏の近親者ならびに同氏の近親者たる役員が所有する会社は当社発行済株式の54.93％（当連結会計年

度末現在）を保有しております。このため当社グループでは同氏に対し事業運営ならびに業務遂行にお

いて過度に依存しない経営体制を整備し、経営リスクの軽減を図ることに努めると共に、各分野での人

材育成強化を行っておりますが、現時点で同氏が離職するような事態となった場合、当社グループの業

績等に重要な影響を与える可能性があります。 

  

７．人材の確保・育成について 

当社グループが、事業規模の拡大及び、競売物件の現地調査からリフォーム発注、販売まで、不動産

関連事業に関わる専門的知識と経験に基づく付加価値の高い事業を構築していくには、優秀な人員の確

保と育成が不可欠となっております。当社グループはこのような認識のもと積極的に優秀な人員を採

用・教育していく方針でありますが、急速な業容拡大に対して適切かつ十分な人的・組織的な対応を迅

速に行うことができない場合には、当社サービスの競争力が低下したり、顧客とのトラブルが発生した

り、事業の効率化に支障が生じる可能性があります。 

  

８．訴訟について 

平成19年３月31日時点における、当社グループが係争中の訴訟は、未払い工事代金支払請求など12件

（損害賠償請求額187百万円）あります。何れも当社グループに不法行為等違法性は無いものとして係

争中であり、現時点で結果を予測することは困難であります。いずれの結果でありましても当社グルー

プの事業展開や経営成績に重大な影響を及ぼすとは考えておりません。当社グループは法務の専門担当

者を配して法的危機管理に対処する体制を整えておりますが、今後とも、外注や不動産取引にかかる係

争・紛争が起こる可能性もあり、将来かかる係争・紛争が発生した場合は、当社グループの事業展開や

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



９．たな卸資産の長期在庫について  

当社グループでは、中古不動産を仕入れ、それをリフォーム再生してから、販売しております。しか

し、事業の性質上、取扱商品が中古不動産であるため、顧客が住宅ローンを組む際に新築と比して、金

融機関の担保価値が著しく低く評価される傾向にあります。このため、顧客が金融機関ローン契約締結

に至らない理由等で、販売機会を逸失するケースがあります。このようにして、一旦販売機会を逸失し

てしまいますと、中古不動産の性質上、自然劣化や老朽化等が起こり、これによって商品価値の下落が

生じて、長期在庫となる可能性が有ります。このため、たな卸資産の早期処分や整理、また会計上の減

損処理が必要となり、これによって、当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

10．財務制限条項等ついて 

 当社グループは、ビジネスモデル上、常に支払いが先行することから、仕入資金の確保は事業展開を

行う上で、重要な課題となっております。そのため、販売用不動産の仕入資金に全額充てることとする

シンジケートローン契約を金融機関と締結しております。当該契約には、財務制限条項等がついてお

り、当該財務制限条項に抵触した場合は、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失うこととな

り、当社グループの資金繰りや業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

11．転換社債型新株予約権付社債の満期償還または株式の希薄化について 

 当社は、平成18年10月16日開催の取締役会決議に基づき、運転資金および有利子負債の返済に充当す

るため、2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行しました。当連結会計年度末におけ

る残高は9,000百万円となっております。当該社債の新株予約権が行使された場合には、発行済株式総

数の増加に伴い当社及び当社グループの１株当たりの株式価値の希薄化が発生し、当社株価に影響を及

ぼす可能性があります。他方で、償還期限迄に新株予約権が行使されない場合は、その償還資金を確保

する必要が有ります。 

  

12．ＩＴ化の遅れについて 

 当社グループは、人的な営業活動が中心であり、特に営業拠点に関しては部分的なＩＴ化が見られる

ものの、電話やファックスを中心にした通信手段を行っている場面があります。他方で、当社の情報シ

ステム部署を中心に、急ピッチで、インターネット特有のウエブサイトをベースに、潜在的顧客の集客

を行っております。しかし、まだまだ試行錯誤的な処理が多くて、また情報漏えい等に対しての開発費

用の問題やソフトウェアやシステムの開発が遅れる場合や、多大な開発費用が発生する場合には、当社

グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。 

  

  



  
 

(注) １．社債には一年以内償還予定社債が含まれております。 

２．当社は、借入金利の上昇リスクを回避する目的で金利キャップ取引を利用しておりますが、市場金利の変動

により、キャップ料と時価評価額の差が金利キャップ評価損として、下記の通り発生しております。 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
  
 

(注) １．時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 

  
 

(注) １．時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 

回次 第28期 第29期

決算年月日

平成18年１月20日現在 平成19年１月20日現在

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

総資産額 78,965 100.0 80,044 100.0

長短借入金 56,139 71.1 48,142 60.1

 短期借入金 22,548 28.6 18,959 23.7

 一年以内返済予定長期借入金 18,941 24.0 21,295 26.6

 長期借入金 14,649 18.6 7,888 9.9

  社債 4,140 5.2 13,043 16.3

区分 種類

前連結会計年度末（平成18年１月20日）

契約額等 

（百万円）

契約額等の内１年超 

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

市場取 
引以外 
の取引

金利キャップ取引
2,000
(38)

1,700
 

6
 

△31
 

市場取 
引以外 
の取引

金利スワップ取引 316 316 △7 △7

合計 2,316 2,016 △0 △39

区分 種類

当連結会計年度末（平成19年１月20日）

契約額等 

（百万円）

契約額等の内１年超 

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

市場取 
引以外 
の取引

金利キャップ取引
2,525
(48)

1,725
 

5
 

△42
 

市場取 
引以外 
の取引

金利スワップ取引 260 204 △2 △2

合計 2,785 1,929 3 △45



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

第28期連結会計年度および第29期連結会計年度における財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおり

であります。 

  

１．第28期連結会計年度（自 平成17年１月21日 至 平成18年１月20日） 

(1）財政状態の分析 

ａ．貸借対照表の状況 

  
 

第28期において資産は第27期に対して24,027百万円増加しました。その主な要因は事業拡大によ

りたな卸資産が増加したことによるものです。 

負債については、第28期は、第27期に対して、21,150百万円増加しました。その主な要因はたな

卸資産の購入資金として借入金が増加したことによるものです。 

第28期におきましては、資本は第27期に対して2,877百万円増加しました。その主な要因は当期

純利益が順調に推移し、利益剰余金として増加したことと、平成17年２月の増資によるものです。

  

ｂ．キャッシュ・フローの状況 

  
 

第28期における営業活動によるキャッシュ・フローは27,349百万円の資金が減少しましたが、そ

の主な要因は、積極的な仕入活動の結果、たな卸資産を増加させたことによるものであります。投

資活動によるキャッシュ・フローは、18百万円増加しましたが、その要因は主に有形固定資産の売

却によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、20,646百万円増加しましたが、

回次 第27期 第28期 増減

決算年月日 平成18年１月20日現在 平成19年１月20日現在 ―

資産の部（百万円） 54,937 78,965 24,027

負債の部（百万円） 44,135 65,286 21,150

資本の部（百万円） 10,801                  13,678 2,877

回次 第27期 第28期 増減

決算年月日 平成17年１月20日現在 平成18年１月20日現在 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

△16,760 △27,349 △10,588

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

1,871 18 △1,853

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

27,434 20,646 △6,788

現金及び現金同等物 
の増減額（百万円）

12,545 △6,684 △19,230

現金及び現金同等物 
の期末残高（百万円）

14,565 7,881 △6,684



これは、主に、たな卸資産の仕入資金を銀行借入によって賄ったことによるものであります。 

  

(2）経営成績の分析 

ａ．売上高 

第28期における売上高は66,338百万円であり、前連結会計年度に対して22,521百万円の増加（前

連結会計年度51.4％増）となり、その主な要因は営業網の拡張により、販売戸数2,384戸から3,568

戸へと大幅に増加したことによるものであります。 

  

ｂ．売上原価、販売費及び一般管理費 

第28期における売上原価は50,377百万円であり、前連結会計年度に対して16,983百万円の増加

（前連結会計年度50.9％増）であり、これは将来の販売拡大を見据え、販売用不動産の仕入を増加

させたことを要因としています。 

第28期における販売費及び一般管理費は9,997百万円であり、前連結会計年度に対して3,764百万

円の増加（前連結会計年度60.4％増）であり、これは従業員増加による従業員給料の増加及び積極

的な販売活動に伴う広告宣伝費の増加を要因としています。 

  

ｃ．営業外損益 

第28期における営業外損益は、営業外収益が143百万円であり、前連結会計年度に対して68百万

円の増加（前連結会計年度91.7％増）、営業外費用が1,247百万円であり、前連結会計年度に対し

て48百万円の増加（前連結会計年度4.1％増）となりました。これは主に、営業外収益では保険解

約返戻金の増加によるものであります。また、営業外費用ではシンジケート・ローン手数料の会計

処理の変更により、従来の処理と比較して279百万円減少しております。 

  

ｄ．特別損益 

第28期における特別損益は、特別利益が264百万円であり、前連結会計年度に対して262百万円の

減少（前連結会計年度49.8％減）、特別損失が９百万円であり、前連結会計年度に対して23百万円

の減少（前連結会計年度71.9％減）となりました。これは主に、特別利益では固定資産売却益の減

少を要因としています。また、特別損失の減少は当期、過年度消費税等未発生によるものでありま

す。 

以上の結果、第28期の税金等調整前当期純利益は5,114百万円であり、前連結会計年度に対して

1,554百万円の増加（前連結会計年度43.7％増）となりました。 

  

ｅ．当期純利益 

第28期における法人税、住民税及び事業税は2,559百万円であり、前連結会計年度に対して581百

万円の増加（前連結会計年度29.4％増）及び法人税等調整額は△143百万円であり、前連結会計年

度に対して６百万円の減少（前連結会計年度4.4％減）となりました。 

以上の結果、第28期の当期純利益は2,697百万円であり、前連結会計年度に対して979百万円の増

加（前連結会計年度57.0％増）となりました。 



２．第29期連結会計年度（自 平成18年１月21日 至 平成19年１月20日） 

(1）財政状態の分析 

ａ．貸借対照表の状況 

  
 

  

ｂ．キャッシュ・フローの状況 

  
 

  

第29期における営業活動によるキャッシュ・フローは5,549百万円の資金が増加しましたが、そ

の主な要因は、当連結会計年度の下半期より厳選した仕入活動を行い、また長期化した在庫の処分

等を行ったことにより、たな卸資産が減少したことによるものであります。投資活動によるキャッ

シュ・フローは、386百万円減少しましたが、その主な要因は主に有形固定資産の取得および無形

固定資産の取得による支出によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、555百

万円増加しましたが、これは、主に社債の発行による収入が増加したことによるものであります。

  

回次 第28期 第29期 増減

決算年月日 平成18年１月20日現在 平成19年１月20日現在 ―

資産の部（百万円） 78,965 80,044 1,078

負債の部（百万円） 65,286 65,224 △62

資本の部（百万円） 13,678
                     

―
△13,678

純資産の部（百万円）
                     

―
14,819 14,819

回次 第28期 第29期 増減

決算年月日 平成18年１月20日現在 平成19年１月20日現在 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

△27,349 5,549 32,898

投資活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

18 △386 404

財務活動による 
キャッシュ・フロー（百万円）

20,646 555 △20,091

現金及び現金同等物 
の増減額（百万円）

△6,684 5,718 12,402

現金及び現金同等物 
の期末残高（百万円）

7,881 13,600 5,719



(2）経営成績の分析 

ａ．売上高 

第29期における売上高は76,028百万円であり、前連結会計年度に対して9,689百万円増（前年同

期比14.6%増）となり、その主な要因は上半期の販売活動の増進および営業網の拡張により、販売

戸数3,568戸から4,177戸に増加したことによるものであります。 

  

ｂ．売上原価、販売費及び一般管理費 

第29期における売上原価は60,959百万円であり、前連結会計年度に対して10,581百万円増（前連

結会計年度21.0%増）であり、これは将来の販売拡大を見据え、販売用不動産の仕入れを増加させ

たことを要因としています。 

第29期における販売費及び一般管理費は10,360百万円であり、前連結会計年度に対して362百万円

増（前連結会計年度3.6%増）であり、これは広告費の減少があったものの、消費税等の租税公課が

増加したことを要因としています。 

  

ｃ．営業外損益 

第29期における営業外損益は、営業外収益が116百万円であり、前連結会計年度に対して26百万

円減（前連結会計年度18.8%減）、営業外費用が1,992百万円であり、前連結会計年度に対して745

百万円増（前連結会計年度59.7%増）となりました。これは主に営業外収益では保険解約返戻金の

減少によるものであります。また、営業外費用ではシンジケート・ローン手数料の大幅な増加を要

因としています。 

  

ｄ．特別損益 

第29期における特別損益は、特別利益が68百万円であり、前連結会計年度に対して196百万円減

（前連結会計年度74.2%減）、特別損失が104百万円であり、前連結会計年度に対して95百万円増

（前連結会計年度1,055.5％増）となりました。これは主に特別利益では固定資産売却益の減少を

要因としています。また特別損失では、固定資産除却損と減損損失の増加を要因としています。 

 以上の結果、第29期の税金等調整前当期純利益は2,796百万円であり、前連結会計年度に対して

2,317百万円減（前連結会計年度45.3%減）となりました。 

  

ｅ．当期純利益 

第29期における法人税、住民税及び事業税は1,455百万円であり、前連結会計年度に対して1,104

百万円減（前連結会計年度43.1%減）及び法人税等調整額は△152百万円であり、前連結会計年度に

対して９百万円減（前連結会計年度6.2%減）となりました。 

 以上の結果、第29期の当期純利益1,494百万円であり、前連結会計年度に対して1,203百万円減

（前連結会計年度44.6%減）となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度 

当連結会計年度に実施いたしました設備投資額は、307百万円であり、その主なものは以下に記載す

る、共同住宅・事務所等であります。 

 
  

なお、当連結会計年度に実施いたしました重要な設備の売却は、233百万円であり、その主なものは

以下に記載する、不動産賃貸用に取得した賃貸用店舗、工場等の売却であります。 

 
  

(1) 建物 福島県郡山市虎丸町 共同住宅・事務所他 68 百万円

栃木県足利市大正町 共同住宅 27

千葉県茂原市茂原 支店内装工事 17

大分県大分市賀来南 支店内装工事 14

東京都大田区東矢口 戸建 12

千葉県千葉氏中央区 支店内装工事 5

(2) 土地 福島県郡山市虎丸町 共同住宅・事務所他 31 百万円

栃木県足利市大正町 共同住宅 16

栃木県佐野市高萩町 都市計画道路予定地 6

(1) 建物 群馬県高崎市矢島町 店舗 20 百万円

岩手県花巻市末広町 店舗 12

埼玉県川越市大字下赤坂 工場・事務所 11

群馬県藤岡市岡之郷 工場 10

埼玉県桶川市末広町 店舗 7

栃木県足利市朝倉町 店舗 7

 埼玉県羽生市大字三田ヶ谷 店舗 5

(2) 土地 群馬県高崎市矢島町 店舗 26 百万円

群馬県藤岡市岡之郷 工場 21

島根県松江市末次本町 店舗 14

埼玉県川越市大字下赤坂 工場・事務所 9

埼玉県桶川市末広町 店舗 9

山梨県都留市夏狩字向原 共同住宅 7

栃木県足利市朝倉町 店舗 6

岡山県倉敷市亀島 更地 6



２ 【主要な設備の状況】 

当連結会計年度末における状況は、次のとおりであります。 

(1）事業の種類別セグメント内訳 

平成19年１月20日現在 
 

（注） １．帳簿価額のうち「その他」は器具・備品及び車両運搬具であります。 

     ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2）提出会社の状況 

平成19年１月20日現在 
 

(注) １. 帳簿価額のうち「その他」は器具・備品及び車両運搬具であります。 

      ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設 

該当事項はありません。 

  

(2）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業の種類別 
セグメントの名称

帳簿価額

従業員数(人)
建物及び構築物 
（百万円）

土地
（百万円） 
（面積㎡）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

中古住宅再生事業 175
152

(   2,147.86)
38 366 761

収益物件運営事業 0
0

(  47,584.22)
0 0 24

その他事業 1,069
989

 (  11,606.59)
8 2,066 8

小計 1,244
1,141

(  61,576.49)
47 2,433 793

消去又は全社 107
219

(   11,173.24)
21 348 82

合計 1,354
1,361

(   72,511.91)
68 2,788 875

事業部門別 
の名称

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数(人)
建物及び
構築物 
（百万円）

土地
（百万円） 
(面積㎡)

その他
（百万円）

合計 
（百万円）

営業本部
中古住宅 
再生事業

建物他 175
152

 (2,147.86)
38 366 762

賃貸事業部
収益物件 
運営事業

建物他 579
625

(31,694.11)
0 1,206 4

本社・マネジメ
ントセンター他

消去または 
全社

建物他 110
222

(11,173.24)
21 355 81

合計 ― ― 864
1,001

(45,015.21)
61 1,927 847



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】 

  
 

(注) 完全議決権株式であり、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であります。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年１月20日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年４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 21,025,000 21,025,000
名古屋証券取引所
(セントレックス)

―

計 21,025,000 21,025,000 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予

約権は、次のとおりであります。 

  

①平成17年４月14日定時株主総会決議 

  
 

  

事業年度末現在
(平成19年１月20日)

提出日の前月末現在 
(平成19年３月31日)

新株予約権の数（個） 1,992 1,945

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 199,200 194,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,468 3,468

新株予約権の行使期間
   自 平成18年５月１日
    至 平成20年４月30日

同左

新株予約権の行使により発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  3,468
資本組入額 1,734

同左

新株予約権の行使の条件 ①権利行使時においても当社
ならびに当社子会社の役職
員または顧問であること。
ただし、取締役または監査
役の任期満了による退任な
らびに従業員の定年退職の
場合は、権利行使期間の開
始日から１年以内（ただ
し、権利行使期間の範囲内
とする）に限り権利行使を
認める。また、関連会社な
らびに当社子会社の子会
社、関連会社へ転籍する場
合は、当該転籍先に在職し
ている限り権利行使を認め
る。
②新株予約権の相続は認めな
い。
③新株予約権の質入、その他
の処分は認めない。
④その他権利行使の条件は、
平成17年４月14日開催の第
27期定時株主総会及び取締
役会決議に基づき、当社と
新株予約権者との間で締結
する割当契約に定めるとこ
ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき
は、取締役会の承認を要す
る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

           ―            ―



②平成18年４月14日定時株主総会決議 

  
 

  

事業年度末現在
(平成19年１月20日)

提出日の前月末現在 
(平成19年３月31日)

新株予約権の数（個） 930 866

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 93,000 86,600

新株予約権の行使時の払込金額（円） 3,963 同左

新株予約権の行使期間
   自 平成19年５月１日
    至 平成20年４月30日

同左

新株予約権の行使により発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格  3,963
資本組入額 1,928

同左

新株予約権の行使の条件 ①権利行使時においても当社
ならびに当社子会社の役職
員または顧問であること。
ただし、取締役または監査
役の任期満了による退任な
らびに従業員の定年退職の
場合は、権利行使期間の開
始日から１年以内（ただ
し、権利行使期間の範囲内
とする）に限り権利行使を
認める。また、関連会社な
らびに当社子会社の子会
社、関連会社へ転籍する場
合は、当該転籍先に在職し
ている限り権利行使を認め
る。

②新株予約権の相続は認めな
い。

③新株予約権の質入、その他
の処分は認めない。

④その他権利行使の条件は、
平成18年４月14日開催の第
27期定時株主

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、
取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

            ―             ―



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  
 

(注) １．有償第三者割当  発行価格8,000円、資本組入額8,000円、 

 
２．株式分割（１：３）による増加であります。 

３．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 

 
４．新株引受権の行使による増加であります。 

５．株式分割(１：10)による増加であります。 

６．有償一般募集 

 
７．有償第三者割当  発行価格2,952.25円、資本組入額1,477円 

 
  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年１月20日現在 
 

(注) 自己株式 292,990株は、「個人その他」に 292,900単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載して

おります。 

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15年１月18日 
（注）１

10,000 442,500 80 301 ― 21

平成15年６月23日 
（注）２

885,000 1,327,500 ― 301 ― 21

平成16年２月３日 
（注）３

100,000 1,427,500 318 619 463 484

平成16年５月31日 
（注）４

468,000 1,895,500 101 721 102 586

平成16年７月30日 
（注）５

17,059,500 18,955,000 ― 721 ― 586

平成17年１月18日 
（注）６

1,800,000 20,755,000 2,658 3,380 2,655 3,242

平成17年２月15日 
（注）７

270,000 21,025,000 398 3,778 398 3,640

割当先 みずほキャピタル㈱5,000株、㈱ユーエフジェイキャピタル5,000株

発行価格 8,500円

引受価額 7,820円

発行価額 6,375円

資本組入額 3,188円

発行価格 3,220円

引受価額 2,952.25円

発行価額 2,952.25円

資本組入額 1,477円

割当先 J.P.モルガン証券会社東京支店

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

   ― 11 14 28 50 1 1,755 1,859    ―

所有株式数 
(単元)

   ― 3,691 706 38,816 61,484 2 105,545 210,244 600

所有株式数 
の割合(％)

   ― 1.76 0.34 18.46 29.24 0.00 50.20 100.00    ―



(6) 【大株主の状況】 

平成19年１月20日現在 
 

(注)  １．当社が保有している株式については、会社法第308条第２項の規定により議決権がありません。 

 ２．Prospect Asset Management, inc. から、平成19年３月５日付で提出された大量保有報告書により平成19

年２月27日現在で3,413,500株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としましては事業年度末

時点における実質所有株式の数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、

Prospect Asset Management, inc.の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

 大量保有報告者 Prospect Asset Management, inc.    

  代表者  CIO（チーフインベストオフィサー）カーティス・フリーズ 

 住所 6700  Kalanianaole  Hwy, Suite 122, Honolulu HI 96825  U.S.A 

 保有株式数        3,413千株 

 発行済株式総数に対する所有株式数の割合※1    16.24％ 

※1 発行済株式総数に対する所有株式数の割合につきましては、平成19年１月20日付のものであります。 

  

 ３．タワー投資顧問株式会社から、平成19年１月19日付で提出された大量保有報告書により平成19年１月15日

現在で1,218,900株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社としましては事業年度末時点におけ

る実質所有株式の数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、タワー投資顧

問株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

 大量保有報告者  タワー投資顧問株式会社 代表取締役 谷村 哲夫 

 住所       東京都港区芝大門１丁目 12番 16号 住友芝大門ビル２号館２階 

 保有株式数    1,218千株 

 発行済株式総数に対する所有株式数の割合※2    5.73％ 

※2 保有株券等の数および株式保有割合には、保有潜在株式数を含んでおります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株）

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

須田 忠雄 群馬県桐生市 3,794,900 18.05

㈲ティーアール商事 代表取締役 
須田 正美

群馬県桐生市 3,618,300 17.21

ステート  ストリートバンク 
アンド トラスト カンパニー 
506155          
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行 兜町証券決
済業務室 ）

49 AVENUE JF KENNEDY  L-1855 LUXEMBOURG 
（東京都中央区日本橋兜町6番7号）

1,641,300 7.81

須田 力 群馬県桐生市 1,623,500 7.72

須田 竜合 群馬県桐生市 1,594,000 7.58

モルガン・スタンレーアンドカ
ンパニーインク 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社）

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 10036,
U.S.A. 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３ 恵比寿
ガーデンプレイスタワー）

953,400 4.53

須田 正美 群馬県桐生市 920,000 4.38

エイチエスビーシー  バンク 
ビーエルシー  クライアンツ 
ノンタックス  トリーティ 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店 カストディ業務部）

8 CANADA SQUARE , LONDON E14 5HQ  （東
京都中央区日本橋3丁目11－１）    

753,000 3.58

藤生 和枝 群馬県太田市 575,000 2.73

バンク  オブ  ニューヨーク 
ジーシーエム  クライアント 
アカウンツ イー アイエスジ
ー             
(常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行 カストディ業務部）

PETERBROHGH COURT  133  FLEET  STREET 
LONDON  EC2N  2BB,UK   
（東京都千代田区丸の内2丁目７－１）

412,725 1.96

計 ― 15,886,125 75.56



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年１月20日現在 
 

（注）「単元未満株式」には当社所有の90株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年１月20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）
普通株式

292,900
      ― ―

完全議決権株式（その他）
普通株式

20,731,500
207,315 ―

単元未満株式
普通株式

600
      ― ―

発行済株式総数 21,025,000       ― ―

総株主の議決権        ― 207,315 ―

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(％)

株式会社やすらぎ
群馬県桐生市美原町 
４番２号

292,900 ― 292,900 1.39

計 ― 292,900 ― 292,900 1.39



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は平成13年改正旧商法第280条ノ20及

び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく方法によるものであります。 

(平成17年４月14日定時株主総会決議) 

当社ならびに当社子会社の役職員及び顧問に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを平成17年４月14日開催の第27期定時株主総会において決議されております。 

  
 

(注) 新株予約権を発行する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（最終価格のない日も数える。）各日における

名古屋証券取引所の当社普通株式の最終価格の平均値（最終価格のない日数を除き、１円未満の端数は切上げ

る。）とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株

式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

  

 
  

上記算式における「時価」は、調整後払込価額を適用する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）における名古屋証券取引所の当社普通株式の最終価格の平均値の金額とし、１円未満の端数は切り上

げる。また、「既発行株式数」とは、株式割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用

する日の１ヶ月前の日における発行済み株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己

株式の処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読みかえるものとする。 

当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使を

していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
  

決議年月日 平成17年４月14日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役９名、当社監査役４名、当社従業員205名、関係会社取締役
５名、関係会社監査役１名、関係会社従業員６名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上（注）

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

              ―

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率



(平成18年４月14日定時株主総会決議) 

当社ならびに当社子会社の役職員、顧問及び社外協力者に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを平成18年４月14日開催の第28期定時株主総会において決議されております。 

  
 

(注) 新株予約権を発行する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（最終価格のない日も数える。）各日における

名古屋証券取引所の当社普通株式の最終価格の平均値（最終価格のない日数を除き、１円未満の端数は切上げ

る。）とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使の場合を除く。）または自己株

式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

 
  

上記算式における「時価」は、調整後払込価額を適用する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）における名古屋証券取引所の当社普通株式の最終価格の平均値の金額とし、１円未満の端数は切り上

げる。また、「既発行株式数」とは、株式割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額を適用

する日の１ヶ月前の日における発行済み株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己

株式の処分の場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読みかえるものとする。 

当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使を

していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるものとする。 

 
  

決議年月日 平成18年４月14日

付与対象者の区分及び人数 当社ならびに当社子会社の役職員、顧問及び社外協力者のうち当社の取
締役会が認めた者

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 150,000(上限)

株式の数 1,500個を上限とする。
なお、各新株予約権の行使により発行する株式数は100株とする。ま
た、発行する新株予約権の数は役職員、顧問及び社外協力者１名に対し
て100個を上限とし、その配分に関しては取締役会に一任するものとす
る。

新株予約権の行使時の払込金額(円) (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。(注)

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

                               ―

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

 取得の内容 

(1)取得する株式の種類 当社普通株式 

(2)取得する株式の総数 200 千株(上限) 

    (発行済株式総数に対する割合 0.9%) 

(3)株式の取得価額の総額 792 百万円(上限) 

(4)自己株式取得の日程 平成18年５月23日から平成18年６月26日まで 

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  
 

  

【株式の種類等】 旧商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づく取締役会決議及び旧商
法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株
式の取得並びに会社法第165条第２項の規定に基づく取締役会決議及び
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得  
 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

            ― ―             ― ―

消却の処分を行った取得自己株式             ― ―             ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

            ― ―             ― ―

その他(新株発行に関する手続きを
準用する処分を行った取得自己株
式)

              ― ―             ― ―

保有自己株式数 292,990 ― 292,990 ―



３ 【配当政策】 

当社グループは株主の皆様への利益還元を経営の重要課題ととらえており、配当政策については、企業

体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた配当を継続的に行う

ことを基本方針としております。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余

金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 第28

期の期末配当金につきましては、１株当たり５円で、年間５円の普通配当を実施いたしました。また、内

部留保資金につきましては、財務体質の強化を図りつつ、また当社グループの事業構造の構築を図りつ

つ、各種投資等を行い、今後の当社グループの利益体質改善を行っていく所存であります。 

 なお、当社は「取締役会の決議により、毎年７月20日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登

録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる。」旨を定款に定めております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  
 

(注) １．最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。 

  なお、平成16年２月３日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

２．□印は株式分割による権利落後の株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  
 

(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。 

  

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月

最高(円) ― ―
67,000
□8,390

 
4,800

4,150

最低(円) ― ―
14,900
□3,050

 
2,300

998

月別 平成18年８月 ９月 10月 11月 12月 平成19年１月

最高(円） 2,450 2,400 2,040 1,700 1,640 1,285

最低(円） 1,500 2,095 1,520 1,452 1,210 998



５ 【役員の状況】 

  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(百株)

代表取締役 
社長

須 田 忠 雄 昭和21年２月２日生

昭和39年４月 福井商事㈱入社

（注）５ 37,949

昭和41年４月 須田商店開業

昭和51年２月 須田不動産開業

昭和53年９月 株式会社やすらぎ設立 代表取締

役社長就任（現任）

取締役 
副社長

営業企画 
本部長

須 田   力 昭和44年７月31日生

昭和63年４月 ㈱路川石材入社

（注）５ 16,235

平成元年４月 株式会社やすらぎ入社

平成11年４月 当社監査役就任

平成14年１月 当社取締役統括営業本部長兼第一

営業本部長就任

平成15年１月 当社専務取締役統括営業本部長兼

第一営業本部長就任

平成16年３月 当社専務取締役営業担当

平成17年２月 当社取締役執行役員副社長就任

平成18年２月 当社取締役執行役員副社長兼営業

企画本部長就任（現任）

常務取締役 財務本部長 高 原 俊 介 昭和23年１月30日生

昭和47年４月 日立造船株式会社入社

（注）５ －

昭和62年１月 山一證券株式会社入社

平成10年６月 日本フィッツ株式会社入社

平成11年６月 同社取締役

平成13年４月 同社常務取締役

平成16年６月 同社顧問

平成16年８月 株式会社やすらぎ入社 顧問

平成17年４月 当社取締役執行役員財務本部長就

任（現任）

取締役

財務 
副本部長 
(兼）経理 
部長

舩 田   啓 昭和27年３月12日生

昭和45年４月 株式会社太陽銀行入行

（注）５ 123

昭和48年４月 株式会社長谷川商店入社

平成７年５月 株式会社スタッフ・トエンティー

ワン入社

平成９年３月 株式会社セキチュー入社

平成14年４月 株式会社やすらぎ入社 経理部長

平成17年２月 当社執行役員管理副本部長兼経理

部長就任

平成17年４月 当社取締役執行役員財務副本部長

兼経理部長就任（現任）

取締役
管理本部長
(兼）経営企
画部長

根 岸 宏 之 昭和40年７月７日生

平成元年４月 山一證券株式会社入社

（注）５ －

平成９年７月 ＡＩＧアリコジャパン入社

平成11年７月 ＫＯＢＥ証券株式会社入社

平成17年２月 株式会社やすらぎ入社

平成17年３月 株式会社プロパティー入社

平成17年４月 同社代表取締役就任（現任）

平成18年４月 当社取締役執行役員社長室長就任

平成18年10月 当社取締役管理本部長就任（現

任）



  
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役
西日本地区
本部長

岡 崎   稔 昭和49年３月30日生

平成８年４月 ムロオカ産業株式会社入社

（注）５ 147

平成10年８月 株式会社深井製作所入社

平成12年10月 株式会社やすらぎ入社

平成17年２月 当社執行役員営業第５本部長就任

平成17年４月 当社取締役執行役員営業第５本部

長就任

平成18年２月 当社取締役執行役員西日本地区本

部長就任

平成19年４月 当社取締役執行役員営業副本部長

就任（現任）

取締役 営業本部長 秋 濱 周 一 昭和52年２月７日生

平成７年４月 みちのくコカ・コーラボトリング

株式会社入社

（注）５ -

平成８年２月 羽田トータルサービス株式会社入

社

平成10年５月 ファミリーテレホン株式会社入社

平成12年10月 株式会社エーワイコーポレーショ

ン入社

平成14年９月 株式会社やすらぎ入社

平成18年５月 当社執行役員

平成19年４月 当社取締役執行役員営業本部長就

任（現任）

取締役 木 村   裕 昭和27年５月25日生

昭和53年10月 司法試験第２次試験合格

（注）５ -

昭和54年４月 司法修習生（第33期）

昭和56年４月 弁護士名簿登録（東京弁護士会入

会）

昭和60年４月 新東京総合法律事務所（現新東京

法律事務所）設立

平成19年４月 当社取締役就任（現任）

取締役
カーティス  フ

リーズ
昭和37年６月19日生

昭和63年４月 日興證券株式会社入社

（注）５ -

平成元年９月 シェアソン リーマンブラザーズ

証券入社

平成２年６月 DBモルガングレンフェル アセッ

トマネージメント入社

平成６年９月 プロスペクトアセットマネージメ

ント設立（米国ハワイ州）社長就

任

平成15年６月 株式会社プロスペクト 取締役就

任

平成16年11月 同社代表取締役就任

平成16年12月 同社取締役就任

平成17年９月 プロスペクトアセットマネージメ

ント CIO（チーフ・インベスト

メント・オフィサー）就任

平成19年４月 当社取締役就任（現任）

監査役 

(常勤 

監査役)

麓     晟 昭和19年５月27日生

昭和42年３月 警視庁入庁

（注）６ 5

平成14年９月 高尾警察署長

平成15年９月 警視庁退職

平成15年10月 株式会社やすらぎ入社 法務部相

談役

平成16年４月 当社監査役就任（現任）

監査役 

(常勤 

監査役)

山 口 友 一 昭和７年１月28日生

昭和33年１月 株式会社群馬クボタ入社

（注）７ 62
昭和60年10月 株式会社やすらぎ入社

平成11年２月 当社桐生事業部長

平成15年４月 当社監査役就任（現任）

監査役 

（非常勤）
土 井  充 昭和22年７月１日生

昭和55年３月 公認会計士開業 現在に至る

（注）７ 5

昭和58年３月 税理士登録  現在に至る

平成15年５月 株式会社やすらぎ監査役就任（現

任

平成17年６月 株式会社カルビー取締役（現任）

平成17年６月 シグマ・ゲイン株式会社監査役 

（現任）



  
 

(注) １．取締役副社長須田力は代表取締役社長須田忠雄の長男であります。 

２．監査役熊谷聖一および監査役土井充は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．取締役木村裕およびカーティス フリーズは、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

４．社外取締役木村裕およびカーティス フリーズならびに、社外監査役熊谷聖一および土井充との間に、責任

限定契約を締結する予定であります。 

５．平成19年４月13日選任後、１年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結までであります。  

６．平成16年４月14日選任後、４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結までであります。 

７．平成19年４月13日選任後、４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結までであります。 

８．当社は、経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定の迅速化を図る

ため、執行役員制度を導入しております。 

  

役名 職名 氏名 生年月日    略歴 任期
所有株式数
(百株)

監査役 
（非常勤）

熊 谷 聖 一 昭和27年２月４日生

昭和49年４月 ㈱住友銀行入行

（注）６ 5

平成７年１月 日本経営合理化協会入社

平成13年４月 同事務局長（現任）

平成14年１月 株式会社やすらぎ監査役就任 

（現任）

計 ― ― ― ― ― 54,531



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

１．コーポレート・ガバナンスの状況 

当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバ

ナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策

と位置付けております。取締役会は取締役９名で、迅速な経営判断ができるよう少人数で構成されてお

ります。取締役会は定例取締役会が毎月１回開催され、ここで会社の重要事項などの決定および事業活

動の報告を行っております。また、全国の支店長以上による経営戦略会議を毎週開催しており、事業の

状況把握と情報共有化を図っております。 

 監査役は計４名で、うち２名は常勤監査役として常時執務しており、取締役会、経営会議に常時出席

している他、社内の重要会議にも積極的に参加しており、非常勤監査役２名も取締役会に毎回出席して

おります。また、監査役会は、監査役全員をもって構成し、法令、定款に従い監査役の監査方針を定め

るとともに、各監査役の報告に基づき監査意見を形成します。以上のとおり、取締役の職務執行を十分

に監視できる体制となっております。監査役と当社との取引等の利害関係はありません。さらに、当社

では会社におけるリスク発生を未然に防止するための内部統制システムとして社長直轄の内部監査室を

２名で構成し、業務活動の全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、法律、法令の

遵守状況等について内部監査を実施しており、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っておりま

す。他方、会計監査人からは、監査計画の概要および監査の実施状況について定期的に報告を受けるこ

とで、相互に情報交換や意見交換をすることが可能となり、これにより、有効かつ効果的な相互連携を

図っております。 

また、当社は急激に変化する経営環境の中、 

(1) 取締役会機能の充実と意思決定の迅速化 

(2) 業務執行体制の強化・迅速化と責任の明確化 

を目的に経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化をはかるた

め、平成17年２月１日より執行役員制度を導入しております。 

  

会計監査につきましては、清友監査法人と監査契約を締結し、会社法及び証券取引法に基づく監査を

受けております。当事業年度における会計監査の体制は、以下のとおりであります。 

  

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数 

  

 
※７年以内であるため、記載を省略しております。 

会計監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ９名  会計士補 １名  その他 １名 

  

２．役員報酬の内容 

 
３．監査報酬の内容 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 継続監査年数

指定社員 
業務執行社員

田口 邦宏
清友監査法人

※

後藤 員久 ※

取締役の年間報酬総額 202百万円（うち社外取締役―名 ―百万円）

監査役の年間報酬総額 20百万円（うち社外監査役７百万円）



  

 
  

４．取締役の員数 

「当会社に取締役10名以内を置く。」と定款にて定めております。 

  

５．取締役の選任決議の要件 

「取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」と定款にて定めております。 

  

６．社外取締役、社外監査役または会計監査人との間の責任限定契約 

まず、取締役のうち２名を、専門的知識・経験等に基づき、その期待される役割を十分に発揮出来る

よう、社外取締役としております。また、社外取締役と当社間で、「社外取締役の責任限定契約」を締

結しております。さらに、「取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時総会終結の時までとする。」と定款にて定めております。 

 次に、監査役のうち２名を、独立性を確保した社外監査役としております。また、社外監査役と当社

間で、「社外監査役の責任限定契約」を締結しております。さらに、「監査役の任期は、選任後４年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。」と定款にて定めてお

ります。 

 そして、会計監査人と当社間で、「会計監査人の責任限定契約」を締結しております。 

  

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 20百万円

上記以外の業務に基づく報酬 ３百万円



第５ 【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、前連結会計年度（平成17年１月21日から平成18年１月20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２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  また、前連結会計年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）は、改正前の連結財務諸表規

則に基づき、当連結会計年度（平成18年１月21日から平成19年１月20日まで）は、改正後の連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、前事業年度（平成17年１月21日から平成18年１月20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２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  また、前事業年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、当事業年度(平成18年１月21日から平成19年１月20日まで)は、改正後の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、前連結会計年度（平成17年１月21日から平成18年１

月20日まで）及び前事業年度（平成17年１月21日から平成18年１月20日まで）並びに当連結会計年度（平

成18年１月21日から平成19年１月20日まで）及び当事業年度（平成18年１月21日から平成19年１月20日ま

で）の連結財務諸表及び財務諸表について清友監査法人により監査を受けております。 

  



１ 【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１月20日)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

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 ※１ 8,181 13,900

 ２．売掛金 60 49

 ３．販売用不動産 ※1,5 48,192 44,046

 ４．仕掛販売用不動産 14,664 9,430

 ５．貯蔵品 233 255

 ６．前渡金 1,688 701

 ７．営業貸付金 ※６ ― 5,172

 ８．繰延税金資産 447 582

 ９．その他 2,144 2,408

   貸倒引当金 △31 △108

  流動資産合計 75,581 95.7 76,437 95.5

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産 ※５

  (1）建物及び構築物 ※１ 1,638 1,677

    減価償却累計額 269 1,368 352 1,324

  (2）土地 ※１ 1,477 1,388

  (3）その他 158 235

    減価償却累計額 88 69 122 112

   有形固定資産合計 2,915 3.7 2,826 3.5

 ２．無形固定資産

  (1）その他 44 55

   無形固定資産合計 44 0.1 55 0.1

 ３．投資その他の資産

  (1）投資有価証券 32 239

  (2）長期貸付金 16 13

  (3）繰延税金資産 101 120

  (4）その他 275 353

    貸倒引当金 △2 △2

   投資その他の資産合計 423 0.5 723 0.9

  固定資産合計 3,383 4.3 3,606 4.5

  資産合計 78,965 100.0 80,044 100.0



 

  

前連結会計年度
(平成18年１月20日)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

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 605 943

 ２．短期借入金 ※１ 22,548 18,959

 ３．一年以内返済予定 
   長期借入金

※１ 18,941 21,295

 ４．一年以内償還予定社債 1,097 2,736

 ５．未払金 1,243 1,155

 ６．未払法人税等 1,654 339

 ７．工事保証引当金 166 200

 ８．その他 639 802

  流動負債合計 46,896 59.4 46,431 58.0

Ⅱ 固定負債

 １．社債 3,043 10,307

 ２．長期借入金 ※１ 14,649 7,888

 ３．役員退職慰労引当金 236 249

 ４．その他 461 347

  固定負債合計 18,390 23.3 18,793 23.5

  負債合計 65,286 82.7 65,224 81.5

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 3,778 4.8 ─ ─

Ⅱ 資本剰余金 3,640 4.6 ─ ─

Ⅲ 利益剰余金 6,880 8.7 ─ ─

Ⅳ その他有価証券評価差額金 6 0.0 ─ ─

Ⅴ 自己株式 ※３ △628 △0.8 ─ ─

  資本合計 13,678 17.3 ─ ─

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

78,965 100.0 ─ ─



 

  

前連結会計年度
(平成18年１月20日)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 ― ― 3,778 4.7

 ２．資本剰余金 ― ― 3,640 4.5

 ３．利益剰余金 ― ― 8,271 10.3

 ４．自己株式 ― ― △877 △1.0

   株主資本合計 ― ― 14,814 18.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券評価 
   差額金

― ― 5 0.0

   評価・換算差額等合計 ― ― 5 0.0

   純資産合計 ― ― 14,819 18.5

   負債純資産合計 ― ― 80,044 100.0



② 【連結損益計算書】 

  
 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
 至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 66,338 100.0 76,028 100.0

Ⅱ 売上原価 50,377 75.9 60,959 80.2

  売上総利益 15,960 24.1 15,069 19.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,997 15.1 10,360 13.6

  営業利益 5,963 9.0 4,708 6.2

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息及び受取配当金 5 8

 ２．受取手数料 26 48

 ３．保険解約返戻金 52 ―

 ４．受取賃貸料 22 29

 ５．その他 36 143 0.2 30 116 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 1,023 1,184

 ２．社債発行費 12 51

 ３．新株発行費 3 ―

 ４．株式交付費 ― 2

 ５．シンジケートローン
   手数料

104 650

 ６．貸倒引当金繰入額 0 ―

 ７．その他 102 1,247 1.9 103 1,992 2.6

  経常利益 4,858 7.3 2,832 3.7

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 ※２ 210 30

 ２．損害保険金受取額 54 264 0.4 37 68 0.1

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産除却損 ※３ ― 16

 ２．固定資産売却損 ※４ 8 11

 ３．減損損失 ※５ ― 67

 ４．その他 0 9 0.0 10 104 0.1

   税金等調整前当期純利益 5,114 7.7 2,796 3.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

2,559 1,455

   法人税等調整額 △143 2,416 3.6 △152 1,303 1.7

   少数株主損失 ― ― 1 0.0

   当期純利益 2,697 4.1 1,494 2.0



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 3,242

Ⅱ 資本剰余金増加額

１．増資による新株発行 398 398

Ⅲ 資本剰余金期末残高 3,640

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 4,182

Ⅱ 利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,697 2,697

Ⅲ 利益剰余金期末残高 6,880



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１月21日 至 平成19年１月20日) 

  
 

  

 
（注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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１月20日残高(百万円) 3,778 3,640 6,880 △628 13,672

連結会計年度中の変動額(百万円）

 剰余金の配当（注） △104 △104

 当期純利益 1,494 1,494

 自己株式の取得 △248 △248

 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 
(百万円)

1,390 △248 1,141

平成19年１月20日残高(百万円) 3,778 3,640 8,271 △877 14,814

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年１月20日残高(百万円) 6 6 13,678

連結会計年度中の変動額(百万円）

 剰余金の配当 (注） △104

 当期純利益 1,494

 自己株式の取得 △248

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△1 △1 △1

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△1 △1 1,140

平成19年１月20日残高(百万円) 5 5 14,819



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１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記
番号

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

   税金等調整前当期純利益 5,114 2,796

   減価償却費 121 125

   減損損失 ― 67

   貸倒引当金の増加額 25 78

   工事保証引当金の増加額 33 33

   役員退職慰労引当金の増加額 14 13

   受取利息及び受取配当金 △5 △8

   支払利息及び社債利息 1,023 1,184

   たな卸資産の増減額 △29,641 9,351

   前渡金の減少額 914 987

   営業貸付金の増加額 ― △4,378

   仕入債務の増減額 △107 337

   未払金の増減額 80 △88

   投資有価証券売却益 △1 ―

   投資有価証券売却損 4 ―

   保険解約返戻金 △52 ―

   損害保険金 △54 △37

   固定資産売却益 △210 △30

   固定資産売却損 8 11

   固定資産除却損 ― 16

   その他資産の増加額 △1,776 △1,074

   その他負債の増減額 473 △5

     小計 △24,036 9,379

   利息及び配当金の受取額 5 8

   利息の支払額 △1,056 △1,143

   法人税等の支払額 △2,369 △2,732

   簡易保険金の受取額 52 ―

   損害保険金の受取額 54 37

  営業活動によるキャッシュ・フロー △27,349 5,549

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の増加額 △300 ―

   貸付金の回収による収入 9 4

   有形固定資産の取得による支出 △171 △300

   有形固定資産の売却による収入 579 219

   その他投資による支出 △100 △309

  投資活動によるキャッシュ・フロー 18 △386



 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記
番号

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

   短期借入金の純増減額 5,095 △3,589

   長期借入金による収入 35,037 42,469

   長期借入金の返済による支出 △18,700 △46,876

   社債の発行による収入 500 10,000

   社債の償還による支出 △1,457 △1,097

   新株式発行による収入 797 ―

   配当の支払 ― △104

   自己株式の取得による支出 △625 △248

  財務活動によるキャッシュ・フロー 20,646 555

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △6,684 5,718

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,565 7,881

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 7,881 13,600



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１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

 ㈱プロパティー 

 ㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収 

 ㈱バリュー・ローン

①子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社の名称 

 ㈱プロパティー 

 ㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回収 

 ㈱バリュー・ローン 

 ㈱バンカー 

 やすらぎ共済㈱ 

 ㈱バンカーにつきましては、新規

設立に伴い、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。  

 やすらぎ共済㈱につきましては、

当期に新規設立しましたが、平成18

年11月８日をもって解散決議をし、

現在清算手続中でありますが、当連

結会計年度におきましては連結の範

囲に含めております。  

 

②非連結子会社の名称  

 ㈲安達太良農園 

 非連結子会社は子会社としての支

配が一時的と認められたため、連結

の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

該当する事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   連結決算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。

①有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

      連結決算日の市場価格等に基づ

く原価法（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

   移動平均法による原価法によっ

ております。

  時価のないもの

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

 匿名組合出資金については、匿

名組合への出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組合が獲得し

た純損益の持分相当額について

は、営業外損益に計上するととも

に同額を「投資有価証券」から加

減し、営業者からの出資金の払戻

しについては、「投資有価証券」

を減額させております。

②デリバティブ 

  時価法を採用しております。

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

 (1) 販売用不動産

   個別法による原価法によってお

ります。

③たな卸資産

 (1) 販売用不動産

同左

 (2) 仕掛販売用不動産

   個別法による原価法によってお

ります。

 (2) 仕掛販売用不動産

同左

         前連結会計年度      当連結会計年度



  

項目      （自 平成17年１月21日
    至 平成18年１月20日)

   (自 平成18年１月21日
   至 平成19年１月20日)

 (3) 貯蔵品

  最終仕入原価法による原価法に
よっております。

 (3) 貯蔵品

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

 定率法

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によってお

ります。なお、主な耐用年数は次の

通りであります。

建物及び構築物 ４～41年

その他 ２～20年

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、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

②無形固定資産

同左

 (3) 繰延資産の処理方法 ①新株発行費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

 平成17年２月15日付のオーバーアロ

ットメントによる売出しに関連して行

われた第三者割当増資による新株発行

（270,000株）は、引受証券会社が引

受価額で引受けを行い、これを引受価

額と異なる発行価格で一般投資家に販

売するスプレッド方式の買取引受方式

によっております。スプレッド方式で

は、発行価格と引受価額との差額の72

百万円が事実上の引受手数料となりま

すので、引受証券会社に対する引受手

数料の支払はありません。このため、

新株発行費に引受手数料は含まれてお

りません。

①株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

 当連結会計年度から、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号）を適用しており

ます。 

 前連結会計年度において営業外費用

の内訳として表示していた「新株発行

費」は当連結会計年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更してお

ります。

②社債発行費

 支出時に全額費用として処理してお

ります。

②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

 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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②工事保証引当金

 販売済中古住宅に係わる補修費用の

支出に備えるため、売上高に対する補

修見込額を計上しております。

②工事保証引当金

同左

③役員退職慰労引当金

 当社の役員の退職慰労金の支出に備

えて、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

同左



 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

 特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理を採用しており

ます。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針 

 将来の金利上昇リスクをヘッジする

ために変動金利を固定化する目的で、

金利スワップ取引を利用しておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジの有効性評価の方法 

 特例処理によっているため、有効性

の評価を省略しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、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。

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。なお、連

結子会社のうち㈱ＹＵＴＯＲＩ債権回

収及び㈱バリュー・ローンは免税事業

者であります。 

 控除対象外消費税等は、当連結会計

年度の費用として処理しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

全面時価評価法によっております。 同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定は当連結会計年度では発

生しておりません。
―

７．のれんの償却に関する事

項
       ―

 のれんは当連結会計年度では発生し

ておりません。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいております。
―

９．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、随時引き出し可能な預金

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



会計処理の方法の変更 

  
 

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20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。 

 これにより当連結会計年度の営業利益、経常利益は

３百万円増加し、税金等調整前当期純利益は67百万円減

少しております。 

 なお、減損損失額累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の減価償却累計額に含めてお

ります。

  
 ――――――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、14,819百万

円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

 シンジケートローン等の手数料については、従来、支

出時に費用処理しておりましたが、シンジケートローン

等の設定額の大型化に伴い、ローン手数料の相対的重要

性が高まってきたことから、資金調達の効果が支出時の

みならず翌期以降にも及ぶことを勘案し、期間損益計算

を適正化するため、当連結会計年度よりローン期間にわ

たって償却する方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の処理に比較して、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ279百万円増加し

ております。

 ――――――――



表示方法の変更 

  
 

  

追加情報 

  
 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

    

――――――――

（連結貸借対照表） 

  流動資産の「営業貸付金」については、前連結会計年

度において流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、資産総額の100分の5を超えることとなったた

め、当連結会計年度から区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度における「営業貸付金」の金額

は794百万円であります。

    

――――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「営業貸付金の

増加額」は、前連結会計年度は「その他」に含め表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれています

「営業貸付金の増加額」は794百万円であります。

前連結会計年度
(自 平成17年1月21日
至 平成18年1月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年1月21日
至 平成19年1月20日)

(連結貸借対照表)

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が49百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、49百万円

減少しております。

    

――――――――



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  
 

  

前連結会計年度 
(平成18年１月20日)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日)

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の通りであります。

預金 409百万円

販売用不動産 3,573

建物及び構築物 589

土地 878

 計 5,450

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の通りであります。

預金 995百万円

販売用不動産 5,041

建物及び構築物 639

土地 916

 計 7,593

 

   担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定長期借入金 788

長期借入金 4,392

 計 5,180

 なお、上記の他に短期借入金1,000百万円、一

年以内返済予定長期借入金2,872百万円、長期借

入金1,022百万円に対して、販売用不動産7,284百

万円建物及び構築物107百万円、土地75百万円を

登記留保として提供しております。

 

   担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定長期借入金 652

長期借入金 2,947

 計 3,599

 なお、上記の他に短期借入金350百万円、一年

以内返済予定長期借入金50百万円、長期借入金

349百万円に対して、販売用不動産1,112百万円建

物及び構築物11百万円、土地19百万円を登記留保

として提供しております。

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株21,025,000株で

あります。

※２       ――――――――

※３ 自己株式の保有数

普通株式 211,490株

※３       ――――――――

※４ 貸出コミットメント契約

   当社においては運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関52社と貸出コミットメント契約を締

結しております。これらの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。

貸出コミットメントの総額 27,100百万円

借入実行額 27,100

差引額 ───

※４ 貸出コミットメント契約

   当社においては運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関27社と貸出コミットメント契約を締

結しております。これらの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。

貸出コミットメントの総額 22,380百万円

借入実行額 19,280

差引額 3,100

※５ 販売用不動産等の保有目的変更 

 販売用資産の保有目的変更により、販売用不動産

等から有形固定資産の土地等に354百万円振替えて

おります。

※５ 販売用不動産等の保有目的変更 

 販売用資産の保有目的変更により、販売用不動産

等から有形固定資産の土地に6百万円振替えており

ます。

※６

        ―――――――

 

※６ 営業貸付金の内容

住宅ローン債権           2,531百万円

ファクタリング債権          2,640

 計                   5,172



(連結損益計算書関係) 

  
 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 221百万円

従業員給与 2,792

賃借料 312

租税公課 584

減価償却費 44

広告宣伝費 3,698

工事保証引当金繰入額 171

役員退職慰労引当金繰入額 20

旅費交通費 420

貸倒引当金繰入額 29

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 273百万円

従業員給与 2,832

賃借料 293

租税公課 978

減価償却費 65

広告宣伝費 2,973

工事保証引当金繰入額 292

役員退職慰労引当金繰入額 18

旅費交通費 322

仲介手数料 779

貸倒引当金繰入額 84

※２ 固定資産売却益の内容

建物 123百万円

土地 86

 計 210

※２ 固定資産売却益の内容

建物 10百万円

土地 19

 計 30

※３ 固定資産除却損 

     ―
 

※３ 固定資産除却損

建物    16百万円

 

※４ 固定資産売却損の内容

建物 2百万円

土地 6

 計 8
 

 

※４ 固定資産売却損の内容

建物 9百万円

土地 2

 計 11

※５ 減損損失

     当社は、以下の資産について減損損失を計上いた

しました。

主な用途 種類 場所

居住用住宅
土地及び建

物

茨城県常総

市他

事務所テナ

ント

土地及び建

物

群馬県みど

り市他

      当社は原則として個別の物件ごとにグルーピング

し、減損損失の検討を行いました。その結果賃料水

準の低迷や継続的な地価の下落等により、時価また

は将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ること

となった資産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（67百万円）として

特別損失に計上いたしました。その内訳は建物47百

万円、土地19百万円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価

値により測定しており、正味売却価額の算定方法

は、固定資産税評価額等に一定の調整を行い評価し

ております。また、使用価値においては、将来キャ

ッシュ・フローを５％で割り引いて算定しておりま

す。



次へ 

(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１月21日 至 平成19年１月20日） 

１ 発行済株式に関する事項 
 

  
  

２ 自己株式に関する事項 
 

  
（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による取得  81,500株 

  
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
 

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

 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  
 

  

(リース取引関係) 

  
 

  

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) 21,025,000        ―     ― 21,025,000

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)         211,490         81,500               ―         292,990

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年4月14日 
定時株主総会

普通株式 104 5 平成18年1月20日 平成18年4月15日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額 

（百万円）

１株当たり
配当金額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年4月13日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 103 5 平成19年1月20日 平成19年４月16日

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20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

(平成18年１月20日現在)

現金及び預金勘定 8,181百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金

△300

現金及び現金同等物 7,881

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

(平成19年１月20日現在)

現金及び預金勘定 13,900百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△300

現金及び現金同等物 13,600

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

 リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項

はありません。

同左



(有価証券関係) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  
 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  
 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   時価評価されていない有価証券については重要性が乏しいため、連結財務諸表規則第15条の６第

２項の規定により、記載を省略しております。 

  

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

   該当事項はありません。 

  

種類

前連結会計年度（平成18年１月20日） 当連結会計年度（平成19年１月20日）

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）

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）

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの

(1）株式 18 29 11 27 37 10

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

 ② 社債 ― ― ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 18 29 11 27 37 10

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの

(1）株式 3 2 △0 3 1 △1

(2）債券

 ① 国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

 ② 社債 ― ― ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 3 2 △0 3 1 △1

合計 22 32 10 30 39 8

区分
前連結会計年度

(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

売却額(百万円) 225 ―

売却益の合計額(百万円) 1 ―

売却損の合計額(百万円) 4 ―



(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

  
 

  

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

(1）取引の内容

  利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取

引及び金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

  デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行なわない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

  デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場に

おける利率上昇によるリスクを回避する目的で利用し

ております。なお、一部はデリバティブ取引を利用し

た金利スワップ取引を利用してヘッジ会計を行ってお

ります。

(3）取引の利用目的 

            同左

 ①ヘッジ会計の方法

   特例処理の要件を満たす金利スワップについては

特例処理を採用しております。

 ①ヘッジ会計の方法 

            同左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 金利スワップ 

   ヘッジ対象 借入金の利息

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

   将来の金利上昇リスクをヘッジするために変動金

利を固定化する目的で、金利スワップ取引を利用し

ております。

 ③ヘッジ方針 

                       同左

 ④ヘッジの有効性評価の方法

   特例処理によっているため、有効性の評価を省略

しております。

 ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）取引に係わるリスクの内容

  当社の利用しているデリバティブ取引は、市場金利

の変動によるリスクを有しております。

(4）取引に係わるリスクの内容

同左

(5）取引に係わるリスク管理体制

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内規程に従い、取締役

会で決議を得て行っております。

(5）取引に係わるリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足事項

  取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足事項

同左



２．取引の時価等に関する事項 

  前連結会計年度末（平成18年１月20日） 

   デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
 

(注) １．時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 

  

  当連結会計年度末（平成19年１月20日） 

    デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
 

(注) １．時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、オプション料であります。 

３．特例処理によっている金利スワップ取引については、開示の対象から除いております。 

  

(退職給付関係) 

当社グループは退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。 

  

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等の内
１年超（百万円）

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外 
の取引

金利キャップ取引
2,000
(38)

1,700 6 △31

市場取引以外 
の取引

金利スワップ取引 316 316 △7 △7

合計 2,316 2,016 △0 △39

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等の内
１年超（百万円）

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外 
の取引

金利キャップ取引
2,525
(48)

1,725 5 △42

市場取引以外 
の取引

金利スワップ取引 260 204 △2 △2

合計 2,785 1,929 3 △45



(税効果会計関係) 

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 

  

 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差

異の原因となった主要な項目別の内訳 

  

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成18年１月20日現在)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日現在）

繰延税金資産

 未払不動産取得税等否認額 58 51

 未払事業税否認額 109 24

 工事保証引当金否認額 67 80

 棚卸資産評価損否認額

 棚卸資産未実現利益

144

―

214

176

 役員退職慰労引当金否認額 95 100

 その他 78 57

繰延税金資産小計 553 706

評価性引当額 ― ―

繰延税金資産合計 553 706

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 4 3

繰延税金負債合計 4 3

繰延税金資産の純額 548 702

前連結会計年度
(平成18年１月20日現在)

当連結会計年度 
(平成19年１月20日現在）

法定実効税率 40.4％ 40.4％

留保金課税額 5.3 3.5

住民税均等割額 1.5 3.1

その他 0.0 △0.4

税効果会計適用後の法人税等 
の負担率 47.2 46.6



  

 (ストック・オプション等関係) 

 (1) ストック・オプションの内容 

  
 

  
 

  

  

  

  

  

会社名 株式会社やすらぎ

決議年月日 平成17年４月14日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役９名、当社監査役４名、当社従業員205名、関係会社取締役５
名、関係会社監査役１名、関係会社従業員６名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 199,200株

付与日     －

権利行使についての条件

①権利行使時においても当社ならびに当社子会社の役職員または顧問であ
ること。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任ならびに従業
員の定年退職の場合は、権利行使期間の開始日から１年以内（ただし、権
利行使期間の範囲内とする）に限り権利行使を認める。また、関連会社な
らびに当社子会社の子会社、関連会社へ転籍する場合は、当該転籍先に在
職している限り権利行使を認める。 
②新株予約権の相続は認めない。 
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。 
④その他権利行使の条件は、平成17年４月14日開催の第27期定時株主総会
及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契
約に定めるところによる。

対象勤務期間 平成18年５月１日～平成20年４月30日

権利行使期間 平成18年５月１日～平成20年４月30日

会社名 株式会社やすらぎ

決議年月日 平成18年４月14日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社ならびに当社子会社の役職員、顧問及び社外協力者のうち当社の取締
役会が認めた者

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 93,000株

付与日     －

権利行使についての条件

①権利行使時においても当社ならびに当社子会社の役職員、顧問または社
外協力者であること。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任
ならびに従業員の定年退職の場合は、権利行使期間の開始日から１年以内
（ただし、権利行使期間の範囲内とする）に限り権利行使を認める。ま
た、関連会社ならびに当社子会社の子会社、関連会社へ転籍する場合は、
当該転籍先に在職している限り権利行使を認める。 
②新株予約権の相続は認めない。 
③新株予約権の質入、その他の処分は認めない。 
④その他権利行使の条件は、平成18年４月14日開催の第28期定時株主総会
及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契
約に定めるところによる。

対象勤務期間 平成19年５月１日～平成20年４月30日

権利行使期間 平成19年５月１日～平成20年４月30日



(セグメント情報) 

【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１月21日 至平成18年１月20日） 

 当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業ならびにその他事業を行っておりま

す。 

  
 

(注) １．事業区分の方法 

  事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

 
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478百万円であり、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．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、3,370百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

  

中古住宅再生 
事業(百万円)

収益物件運営
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

59,831 4,835 1,671 66,338 ― 66,338

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 134 134 (134) ―

計 59,831 4,835 1,806 66,473 (134) 66,338

営業費用 54,947 3,460 1,530 59,938 436 60,375

営業利益 4,883 1,375 275 6,534 (571) 5,963

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 55,175 16,317 4,190 75,683 3,281 78,965

減価償却費 26 ― 77 104 16 121

資本的支出 68 ― 54 122 59 182

事業区分 主要な内容

中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売

収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売

その他事業 テナントビル等の賃貸、住宅ローンの買取・回収他



当連結会計年度（自平成18年１月21日 至平成19年１月20日） 

 当社及び連結子会社は、中古住宅再生事業、収益物件運営事業ならびにその他事業を行っておりま

す。 

  
 

(注) １．事業区分の方法 

  事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

 
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658百万円であり、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．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、2,702百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

  

中古住宅再生 
事業(百万円)

収益物件運営
事業(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

64,555 9,491 1,981 76,028 － 76,028

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,044 － 16 2,060 (2,060) －

計 66,599 9,491 1,997 78,088 (2,060) 76,028

営業費用 63,163 8,020 1,239 72,423 (1,103) 71,319

営業利益 3,435 1,470 758 5,664 (956) 4,708

Ⅱ 資産、減価償却費、減損  
損失及び資本的支出

資産 51,613 16,724 9,447 77,786 2,257 80,044

減価償却費 39 0 65 105 19 125

減損損失          －          － 67 67         － 67

資本的支出 129 0 178 308 15 324

事業区分 主要な内容

中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売

収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売

その他事業 テナントビル等の賃貸、住宅ローンの買取・回収他



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、全セグメント資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、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１月21日 至平成19年１月20日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、全セグメント資産の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成18年１月21日 至平成19年１月20日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成17年１月21日 至平成18年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成18年１月21日 至平成19年１月20日） 

 該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  
 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  
 

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１株当たり純資産額 657.20円 １株当たり純資産額 714.80円

１株当たり当期純利益 129.23円 １株当たり当期純利益 72.00円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

129.18円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

－

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。 

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,697 1,494

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,697 1,494

期中平均株式数（株） 20,877,526 20,762,530

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（百万円） ― ―

普通株式増加数（株） 7,458   ―

（うち新株予約権） (7,458) ―

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

― ―

                  

旧商法第280条ノ20及び
280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権 
①平成17年４月14日定時
株主総会の決議によるも
の 新株予約権1,992個 
②平成18年４月14日定時
株主総会の決議によるも
の  新株予約権  930
個         



  

 １株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

  

  

(重要な後発事象) 

  
 

  

前連結会計年度
(自 平成17年1月21日 
  至 平成18年1月20日）

前連結会計年度 
(自 平成18年1月21日 
  至 平成19年1月20日）

純資産の部の合計額（百万円） ― 14,819

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ― ―

（うち少数株主持分） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ― 14,819

期末の普通株式の数（株） ― 21,025,000

前連結会計年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当連結会計年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

―――――――― ――――――――



⑥【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  
 

(注) １．（ ）内書きは、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後、５年内における１年ごとの償還予定額の総額 

 
３．㈱やすらぎ発行の第１回無担保社債には下記の共同保証人による保証がついております。 

 
  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(注)１ 
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

㈱やすらぎ 第１回無担保社債
平成13年
４月16日

200
200
(0)

1.80
なし 
(注)３

平成20年
４月16日

㈱やすらぎ 第２回無担保社債
平成15年
９月26日

400 ― 0.70 なし
平成18年
９月26日

㈱やすらぎ 第３回無担保社債
平成16年
３月26日

300
300
(300)

0.96 なし
平成19年
３月28日

㈱やすらぎ 第４回無担保社債
平成16年
３月31日

500
300 
(300)

0.49 なし
平成19年
３月30日

㈱やすらぎ 第５回無担保社債
平成16年
６月28日

1,000
1,000
(1,000)

0.85 なし
平成19年
６月28日

㈱やすらぎ 第６回無担保社債
平成16年
９月28日

500
500
(500)

0.90 なし
平成19年
９月28日

㈱やすらぎ 第７回無担保社債
平成16年
９月28日

680
360
(360)

0.61 なし
平成19年
９月28日

㈱やすらぎ 第８回無担保社債
平成17年
６月30日

250
150
(100)

0.51 なし
平成20年
６月30日

㈱やすらぎ 第９回無担保社債
平成17年
12月30日

200
136
(64)

0.67 なし
平成20年
12月30日

㈱やすらぎ 第10回無担保社債
平成18年
3月31日

―
300
(0)

1.39 なし
平成21年
3月27日

㈱やすらぎ 第11回無担保社債
平成18年
9月21日

―
400
(0)

0.60 なし
平成21年
9月18日

㈱やすらぎ 第12回無担保社債
平成18年
12月28日

―
300
(99)

1.23 なし
平成21年
12月28日

㈱やすらぎ
転換社債(ＫＢＣ証

券)
平成18年
12月29日

―
9,000
(0)

― なし
平成23年
11月2日

㈱プロパティー 第２回無担保社債
平成16年
６月30日

110
97
(13)

1.53 なし
平成26年
６月30日

合計 ― ― 4,140
13,043
(2,736)

― ― ―

１年以内 
（百万円）

１年超２年以内 
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内 
（百万円）

2,736 434 815 13 13

株式会社足利銀行 保証割合 100％

群馬県信用保証協会 保証割合 90％



【借入金等明細表】 

  
 

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。 

 
  

【その他】 

重要な訴訟事件等 

平成19年３月31日時点で、当社グループが係争中の訴訟は、未払い工事代金支払請求など12件（損

害賠償請求額187百万円）あります。何れも当社グループに不法行為等違法性は無いものとして係争

中であり、現時点で結果を予測することは困難であります。いずれの結果でありましても当社グルー

プの事業展開や経営成績に重大な影響を及ぼすとは考えておりません。 

  

区 分
前期末残高 
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 22,548 18,959 2.1
平成19年1月21日～
平成20年1月20日

１年以内に返済予定の長期借入金 18,941 21,295 1.9
平成19年1月21日～
平成20年1月20日

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

14,649 7,888 2.2
平成20年1月21日～
平成29年3月15日

その他の有利子負債 ― ― ― ―

計 56,139 48,142 2.0 ―

１年超２年以内 
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内 
（百万円）

4,757 876 460 413



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  
 

  

前事業年度
(平成18年１月20日)

当事業年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

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 6,882 12,413

 ２．売掛金 3 4

 ３．販売用不動産 ※１ 33,310 32,813

 ４．仕掛販売用不動産 14,664 9,430

 ５．貯蔵品 7 11

 ６．前渡金 1,673 678

 ７．前払費用 234 502

 ８．繰延税金資産 311 291

 ９．関係会社貸付金 4,371 10,808

 10．その他 431 295

   貸倒引当金 △1 △0

  流動資産合計 61,890 95.5 67,248 95.7

Ⅱ 固定資産

 (1）有形固定資産

  １．建物 ※１ 1,097 1,135

    減価償却累計額 225 872 294 840

  ２．構築物 4 10

    減価償却累計額 1 3 2 8

  ３．車両運搬具 23 23

    減価償却累計額 18 4 19 3

  ４．器具備品 125 152

    減価償却累計額 67 58 95 57

  ５．土地 ※１ 1,032 1,016

  ６．建設仮勘定 ― 43

   有形固定資産合計 1,971 3.0 1,971 2.8

 (2）無形固定資産

  １．ソフトウェア 34 45

  ２．電話加入権 6 6

  ３．その他 1 1

   無形固定資産合計 42 0.1 53 0.1



 

  

前事業年度
(平成18年１月20日)

当事業年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

 (3）投資その他の資産

  １．投資有価証券 32 39

  ２．関係会社株式 610 620

  ３．出資金 1 0

  ４．長期貸付金 16 13

  ５．長期前払費用 50 52

  ６．繰延税金資産 94 109

  ７．敷金及び保証金 93 169

  ８．保険積立金 9 17

  ９．その他 6 5

    貸倒引当金 △2 △2

   投資その他の資産合計 912 1.4 1,027 1.4

  固定資産合計 2,925 4.5 3,052 4.3

  資産合計 64,816 100.0 70,300 100.0



 

  

前事業年度
(平成18年１月20日)

当事業年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

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 605 943

 ２．短期借入金 18,438 15,237

 ３．一年以内返済予定 
   長期借入金

※１ 15,397 20,586

 ４．一年以内償還予定社債 1,084 2,723

 ５．未払金 1,170 1,101

 ６．未払法人税等 1,191 ―

 ７．未払費用 304 344

 ８．前受金 198 102

 ９．工事保証引当金 166 200

 10．その他 204 58

  流動負債合計 38,761 59.8 41,296 58.7

Ⅱ 固定負債

 １．社債 2,946 10,223

 ２．長期借入金 ※１ 9,743 4,743

 ３．役員退職慰労引当金 236 249

 ４．その他 43 93

  固定負債合計 12,969 20.0 15,309 21.8

  負債合計 51,730 79.8 56,606 80.5



 

  

前事業年度
(平成18年１月20日)

当事業年度 
(平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 3,778 5.9 ─ ─

Ⅱ 資本剰余金

 １．資本準備金 3,640 ─

  資本剰余金合計 3,640 5.6 ─ ─

Ⅲ 利益剰余金

 １．利益準備金 22 ─

 ２．任意積立金

  (1）別途積立金 152 ─

 ３．当期未処分利益 6,113 ─

  利益剰余金合計 6,288 9.7 ─ ─

Ⅳ その他有価証券評価差額金 6 0.0 ─ ─

Ⅴ 自己株式 ※３ △628 △1.0 ─ ─

  資本合計 13,085 20.2 ─ ─

  負債・資本合計 64,816 100.0 ─ ─



 

  

前事業年度
(平成18年１月21日)

当事業年度 
(平成19年１月21日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 ― ― 3,778 5.4

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 3,640

    資本剰余金合計 ― ― 3,640 5.2

 ３．利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 22

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 ― 152

    繰越利益剰余金 ― 6,972

    利益剰余金合計 ― ― 7,147 10.1

 ４．自己株式 ― ― △877 △1.2

   株主資本合計 ― ― 13,689 19.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １．その他有価証券評価 
   差額金

― ― 5 0.0

   純資産合計 ― ― 13,694 19.5

   負債純資産合計 ― ― 70,300 100.0



② 【損益計算書】 

  
 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 60,131 100.0 66,967 100.0

Ⅱ 売上原価 45,955 76.4 54,353 81.2

   売上総利益 14,176 23.6 12,614 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．役員報酬 172 222

 ２．従業員給与 2,677 2,708

 ３．減価償却費 43 59

 ４．租税公課 519 924

 ５．役員退職慰労引当金 
   繰入額

20 18

 ６．工事保証引当金繰入額 171 292

 ７．賃借料 311 292

 ８．広告宣伝費 3,683 2,934

 ９．旅費交通費 384 287

 10．仲介手数料 － 584

 11．その他 1,627 9,611 16.0 1,311 9,634 14.4

   営業利益 4,564 7.6 2,979 4.4

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息及び受取配当金 ※２ 191 289

 ２．受取手数料 ※２ 92 71

 ３．保険解約返戻金 52 －

 ４．受取債務保証料 ※２ 129 140

 ５．その他 ※２ 23 489 0.8 12 514 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 838 949

 ２．社債利息 31 33

 ３．社債発行費 12 51

 ４．新株発行費 3 －

 ５．株式交付費 － 2

 ６．シンジケートローン 
   手数料 

60 512

 ７．貸倒引当金繰入額 0 －

 ８．その他 61 1,008 1.7 74 1,623 2.4

   経常利益 4,046 6.7 1,870 2.8



 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 ※１ 10 0

 ２．損害保険金受取額 51 33

 ３．前期損益修正益 ※３ 38 101 0.2 ― 34 0.0

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産売却損 ― 0

 ２．減損損失 ― 42

 ３．関係会社株式評価損 ― 8

 ４．その他 0 0 0.0 0 51 0.1

   税引前当期純利益 4,147 6.9 1,853 2.7

   法人税、 
   住民税及び事業税

2,061 884

   法人税等調整額 △44 2,017 3.4 5 890 1.3

   当期純利益 2,129 3.5 962 1.4

   前期繰越利益 3,983 ―

   当期未処分利益 6,113 ―



売上原価明細書 

  
 

(注) ※１．販売用不動産等の保有目的の変更 

前事業年度における他勘定振替高は、販売用不動産等より有形固定資産の土地へ254百万円、建物へ100百

万円であります。 

当事業年度における他勘定振替高は、販売用不動産等より有形固定資産の土地へ6百万円であります。 

 ２．実際原価による個別原価計算によっております。 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

当期販売用不動産仕入高 52,917 80.6 37,354 76.8

リフォーム工事外注費 9,419 14.3 8,507 17.5

その他経費 3,362 5.1 2,767 5.7

当期販売用不動産費用 65,698 100.0 48,629 100.0

期首仕掛販売用不動産棚卸高 13,884 14,664

小計 79,582 63,294

期末仕掛販売用不動産棚卸高 14,664 9,430

差引 64,917 53,863

期首販売用不動産棚卸高 14,702 33,310

小計 79,620 87,174

期末販売用不動産棚卸高 33,310 32,813

他勘定振替高 ※１ 354 6

差引当期売上原価 45,955 54,353



③ 【利益処分計算書】 

  

 
  

前事業年度
(株主総会承認日 平成18年4月14日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 6,113

Ⅱ 利益処分額

配当金 104 104

Ⅲ 次期繰越利益 6,009



④ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成18年１月21日 至 平成19年１月20日) 

  

 
  
 

  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年１月20日残高(百万円) 3,778 3,640 3,640

事業年度中の変動額(百万円)

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円)

平成19年１月20日残高(百万円) 3,778 3,640 3,640

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年１月20日残高(百万円) 22 152 6,113 6,288 △628 13,079

事業年度中の変動額(百万円)

 剰余金の配当 △104 △104 △104

 当期純利益 962 962 962

 自己株式の処分 △248 △248

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 858 858 △248 610

平成19年１月20日残高(百万円) 22 152 6,972 7,147 △877 13,689

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年１月20日残高(百万円) 6 6 13,085

事業年度中の変動額(百万円)

 剰余金の配当 △104

 当期純利益 962

 自己株式の処分 △248

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1 △1 △1

事業年度中の変動額合計(百万円) △1 △1 610

平成19年１月20日残高(百万円) 5 5 13,694



重要な会計方針 

  
 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算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。

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算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

  移動平均法による原価法によって

おります。

 時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

 時価法を採用しております。 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用不動産

  個別法による原価法によっており

ます。

(1）販売用不動産

同左

(2）仕掛販売用不動産

  個別法による原価法によっており

ます。

(2）仕掛販売用不動産

同左

(3）貯蔵品

  最終仕入原価法による原価法によ

っております。

(3）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によってお

ります。

  なお、主な耐用年数は次の通りで

あります。

建物   ・・・ ４～38年

構築物  ・・・ 10～20年

車両運搬具・・・ ４～６年

器具・備品・・・ ３～20年

(1）有形固定資産

同左

    ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によってお

ります。

  なお、主な耐用年数は次の通りで

あります。

     建物   ・・・  ４～38年

     構築物  ・・・  10～20年

     車両運搬具・・・  ２～６年

     器具・備品・・・  ３～20年

(2）無形固定資産

  定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく、定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

同左



 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

  支出時に全額費用として処理して

おります。

  平成17年２月15日付のオーバーア

ロットメントによる売出しに関連し

て行われた第三者割当増資による新

株発行（270,000株）は、引受証券

会社が引受価額で引受けを行い、こ

れを引受価額と異なる発行価格で一

般投資家に販売するスプレッド方式

の買取引受方式によっております。

スプレッド方式では、発行価格と引

受価額との差額の72百万円が事実上

の引受手数料となりますので、引受

証券会社に対する引受手数料の支払

はありません。このため、新株発行

費に引受手数料は含まれておりませ

ん。

(1）株式交付費

   支出時に全額費用として処理して

おります。 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

 当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用し

ております。 

 前事業年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行

費」は当事業年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更して

おります。

(2）社債発行費

  支出時に全額費用として処理して

おります。

(2）社債発行費

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1）貸倒引当金

同左

(2）工事保証引当金

  販売済中古住宅に係わる補修費用

の支出に備えるため、売上高に対す

る補修見込額を計上しております。

(2）工事保証引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  特例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては特例処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

               同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 金利スワップ 

   ヘッジ対象 借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

  将来の金利上昇リスクをヘッジす

るために変動金利を固定化する目的

で、金利スワップ取引を利用してお

ります。

(3）ヘッジ方針

               同左



 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

(4）ヘッジの有効性評価の方法

  特例処理によっているため、有効

性の評価を省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

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

費用として処理しております。

消費税等の会計処理

同左



会計処理の方法の変更 

  
 

  

表示方法の変更 

  
 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

  

────────

(固定資産の減損に係る会計基準) 

  当事業年度より、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。これにより当事業年度の営業利益、経常利益は２

百万円増加し、税引前当期純利益は42百万円減少してお

ります。 

  なお、減損損失額累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の減価償却累計額に含めており

ます。

  

────────

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号  平成17年12月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号  

平成17年12月９日）を適用しております。 

  従来の資本の部の合計に相当する金額は、13,694百万

円であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 シンジケートローン等の手数料については、従来、支

出時に費用処理しておりましたが、シンジケートローン

等の設定額の大型化に伴い、ローン手数料の相対的重要

性が高まってきたことから、資金調達の効果が支出時の

みならず翌期以降にも及ぶことを勘案し、期間損益計算

を適正化するため、当事業年度よりローン期間にわたっ

て償却する方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、従来の処理に比較して、経常利益及

び税引前当期純利益はそれぞれ165百万円増加しており

ます。

  

────────

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

  
────────

（損益計算書）
  前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に
含めて表示しておりました「仲介手数料」は、販売費及
び一般管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記
しました。 
 なお、前事業年度における「仲介手数料」は、303百
万円であります。



追加情報 

  
 

  

前事業年度
(自 平成17年1月21日
至 平成18年1月20日)

当事業年度
(自 平成18年1月21日
至 平成19年1月20日)

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が49百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、49百万円

減少しております。

  

――――――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  
 

  

前事業年度
（平成18年１月20日）

当事業年度
（平成19年１月20日）

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の通りであります。

建物 420百万円

土地 741

 計 1,162

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の通りであります。

建物 396百万円

土地 734

 計 1,130

 

   担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定長期借入金 183

長期借入金 593

 計 776
 

   担保付債務は次の通りであります。

一年以内返済予定長期借入金 179

長期借入金 413

 計 593

  なお、上記の他に短期借入期150百万円に対して

販売用不動産390百万円を登記留保として提供して

おります。

※２ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 48,000,000株

発行済株式総数 普通株式 21,025,000

※２       ――――――――

※３ 自己株式の保有数

普通株式 211,490株

※３       ――――――――

 ４ 貸出コミットメント契約

   当社においては運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関52社と貸出コミットメント契約を締

結しております。これらの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。

貸出コミットメントの総額 27,100百万円

借入実行額 27,100

差引額 ―

 ４ 貸出コミットメント契約

   当社においては運転資金の効率的な調達を行うた

め取引金融機関27社と貸出コミットメント契約を締

結しております。これらの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。

貸出コミットメントの総額 22,380百万円

借入実行額 19,280

差引額 3,100

 

 

 ５ 保証債務

   子会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を

行っております。

㈱プロパティー 12,559百万円

   子会社発行の社債に対し、債務保証を行っており

ます。

㈱プロパティー 110百万円

   子会社のデリバティブ取引（金利スワップ）に対

し、債務保証を行っております。

㈱プロパティー

契約額等 評価損益

316百万円 △7百万円

 

 

 ５ 保証債務

   子会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を

行っております。

㈱プロパティー 5,522百万円

㈱YUTORI債権回収 500

㈱バリュー・ローン 1,463

 計 7,485

   子会社発行の社債に対し、債務保証を行っており

ます。

㈱プロパティー 97百万円

   子会社のデリバティブ取引（金利スワップ）に対

し、債務保証を行っております。

㈱プロパティー

契約額等 評価損益

260百万円 △2百万円

 ６ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は６百万円

であります。



(損益計算書関係) 

  
 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

※１ 固定資産売却益の内容

建物 10百万円

土地 ―

 計 10

 

※１ 固定資産売却益の内容

土地  0百万円

※２ 関係会社に対する事項

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

受取利息及び受取配当金 186百万円

受取手数料 68

受取債務保証料 129

※２ 関係会社に対する事項

   各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

受取利息及び受取配当金 284百万円

受取手数料 39

受取債務保証料 140

※３ 前期損益修正益

   関係会社からの受取債務保証料で前期分でありま

す。

 

※３      ――――――――

 

 

※４  減損損失

     当社は、以下の資産について減損損失を計上いた

しました。

主な用途 種類 場所

居住用住宅
土地及び建

物

茨城県常総

市他

事務所テナ

ント 

土地及び建

物

群馬県みど

り市他

      当社は原則として個別の物件ごとにグルーピング

し、減損損失の検討を行いました。その結果賃料水

準の低迷や継続的な地価の下落等により、時価また

は将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ること

となった資産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（42百万円）として

特別損失に計上いたしました。その内訳は建物24百

万円、土地17百万円であります。  

 なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価

値により測定しており、正味売却価額の算定方法

は、固定資産税評価額等に一定の調整を行い評価し

ております。また、使用価値においては、将来キャ

ッシュ・フローを５％で割り引いて算定しておりま

す。



次へ 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年１月21日 至 平成19年１月20日） 

１ 自己株式に関する事項 
 

  
  （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。 

   市場買付による取得  81,500株 

    

  

(リース取引関係) 

  
 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 211,490 81,500 ― 292,990

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

 当社はリース取引を全く利用しておりませんので、該

当事項はありません。

同左



(有価証券関係) 

前事業年度（平成18年１月20日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成19年１月20日現在） 

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。 

  

(税効果会計関係) 

  
 

  

  

  

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20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

  未払不動産取得税等否認額 52百万円

  未払事業税否認額 69

  工事保証引当金否認額 67

  棚卸資産評価損否認額 122

  役員退職慰労引当金否認額 95

  その他 3

  繰延税金資産計 410

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 4

  繰延税金負債計 4

  繰延税金資産の純額 405

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

  未払不動産取得税等否認額 45百万円

    未払事業税否認額 ―

  工事保証引当金否認額 80

  棚卸資産評価損否認額 156

  役員退職慰労引当金否認額 100

  その他 21

  繰延税金資産計 404

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 3

  繰延税金負債計 3

  繰延税金資産の純額 400

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.4％

 留保金課税額 6.5

 住民税均等割額 1.9

 その他 △0.1

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.7

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.4％

 留保金課税額 4.6

 住民税均等割額 4.5

 その他 △1.5

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.0



(１株当たり情報) 

  
 

（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  
 

  
 

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１株当たり純資産額 628.72円 １株当たり純資産額 660.56円

１株当たり当期純利益 102.01円 １株当たり当期純利益 46.38円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

101.97円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

─

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益（百万円） 2,129 962

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,129 962

 期中平均株式数（株） 20,877,526 20,762,530

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（百万円） ― ―

 普通株式増加数（株） 7,458 ―

 （うち新株予約権） (7,458) ―

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

─

旧商法第280条ノ20及び
280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権 
①平成17年４月14日定時
株主総会の決議によるも
の 新株予約権1,992個 
②平成18年４月14日定時
株主総会の決議によるも
の 新株予約権 930個

1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前会計年度
(自 平成17年1月21日 
 至 平成18年1月20日）

前会計年度 
(自 平成18年1月21日 
 至 平成19年1月20日）

純資産の部の合計額（百万円） ― 13,694

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ― ―

（うち少数株主持分） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ― 13,694

期末の普通株式の数（株） ― 21,025,000



(重要な後発事象) 

  
 

  

前事業年度
(自 平成17年１月21日
至 平成18年１月20日)

当事業年度
(自 平成18年１月21日
至 平成19年１月20日)

―――――――― ――――――――



⑤ 【附属明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

    
 

(注)1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。(単位：百万円) 

 
    2.  「当期減少額」及び「当期償却額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

  3. 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。 

資産の種類
前期末残高 
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 

（百万円）

当期償却額 
（百万円）

差引当期末
残高 

（百万円）

有形固定資産

 建物 1,097 49 11 1,135
294
(15)

79 
(24)

840

 構築物 4 5 ― 10 2 0 8

 車両運搬具 23 0 ― 23 19 1 3

 器具・備品 125 29 2 152 95 27 57

 土地 1,032 6
22
(17)

1,016 ― ― 1,016

 建設仮勘定 ― 117 73 43 ― ― 43

有形固定資産計 2,284 209
110
(17)

2,382
411
(15)

111 
(24)

1,971

無形固定資産

 ソフトウェア 46 32 8 70 24 11 45

 電話加入権 6 ― ― 6 ― ― 6

 その他 1 ― ― 1 0 0 1

無形固定資産計 54 32 8 78 24 12 53

長期前払費用 50 111 109 52 ― ― 52

建物 千葉県茂原市茂原 17

大分県大分市賀来南 14

建設仮勘定 千葉県茂原市茂原 18

大分県大分市賀来南 15

ソフトウェア 不動産オークションサイト 22



【引当金明細表】 

  
 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

  

区分
前期末残高 
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用） 
（百万円）

当期減少額 
（その他） 
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 3   ―  ― 0 2

工事保証引当金 166 292 258 ― 200

役員退職慰労引当金 236 18 4 ― 249



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  
 

  

② 売掛金 

(イ）事業別内訳 

  
 

(注) 売掛金残高の相手先は個人のため、相手先別内訳の記載を省略しております。 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  
 

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額（百万円）

現金 0

預金

普通預金 10,744

定期預金 1,668

小計 12,412

合計 12,413

内訳 金額（百万円）

賃貸事業（未収賃貸料（注）） 4

合計 4

前期繰越高 
（百万円） 

 
(Ａ)

当期発生高
（百万円） 

 
(Ｂ)

当期回収高
（百万円） 

 
(Ｃ)

次期繰越高
（百万円） 

 
(Ｄ)

 

回収率（％）

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間（日）
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

3 70 70 4 94.35 20.22



③ 販売用不動産 

  
 

  

④ 仕掛販売用不動産 

  
 

  

⑤ 貯蔵品 

  
 

  

所在地

面積及び金額

土地（㎡） 建物（㎡） 金額（百万円）

北海道 85,338.0 33,795.3 2,467

群馬県 78,576.3 24,179.1 2,081

福岡県 43,173.9 16,912.5 1,532

東京都 2,686.2 1,494.9 1,489

福島県 92,990.7 11,114.4 1,230

その他 697,887.3 293,815.5 24,014

合計 1,000,652.4 381,311.7 32,813

所在地

面積及び金額

土地（㎡） 建物（㎡） 金額（百万円）

大阪府 2,465.1 4,521.0 1,158

埼玉県 12,549.9 7,157.7 897

北海道 12,533.4 8,603.1 629

長野県 32,069.4 4,382.4 557

福岡県 23,628.0 7,421.7 523

その他 150,625.2 68,676.3 5,666

合計 233,871.0 100,762.2 9,430

区分 金額（百万円）

収入印紙等 11

合計 11



⑥ 関係会社貸付金 

  
 

  

⑦ 買掛金 

  
 

  

相手先 金額（百万円）

株式会社プロパティー 6,290

株式会社バリュー・ローン 3,618

株式会社ＹＵＴＯＲＩ債権回収 900

合計 10,808

相手先 金額（百万円）

北恵株式会社 80

尾田コンサルティングファーム 20

有限会社グリステン 14

山口県薬業株式会社 14

有限会社翔泉 13

その他 802

合計 943



⑧ 短期借入金 

  
 

(注) メリルリンチ日本ファイナンス㈱をアレンジャー兼エージェントとした２金融機関による協調融資及び㈱三菱

東京ＵＦＪ銀行をアレンジャー兼エージェントとした８金融機関による協調融資によるものであります。 

  

区分 金額(百万円) 摘要

㈱八十二銀行 1,220

ぐんま信用金庫 1,095

㈱関西アーバン銀行 1,000

㈱武蔵野銀行 832

㈱足利銀行 800

㈱埼玉りそな銀行 600

㈱びわこ銀行 580

㈱北洋銀行 350

㈱近畿大阪銀行 340

㈱横浜銀行 300

㈱千葉興業銀行 300

㈱香川銀行 300

住友信託銀行㈱ 300

中央三井信託銀行㈱ 300

㈱みずほ銀行 168

㈱東京都民銀行 167

農林中央金庫 150

㈱清水銀行 140

㈱大東銀行 123

㈱京葉銀行 100

㈱あおぞら銀行 40

㈱千葉銀行 20

㈱北越銀行 12

シンジケートローン(注) 6,000

合計 15,237



⑨ １年以内返済予定長期借入金 

  
 

(注) ㈱三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとした20金融機関による協調融資、㈱みぞほ銀行をアレンジャ

ー兼エージェントとした23金融機関による協調融資及び㈱百五銀行をアレンジャー兼エージェントとした７金

融機関による協調融資によるものであります。 

  

⑩ 長期借入金 

  
 

(注) ㈱三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとした20金融機関による協調融資、㈱みぞほ銀行をアレンジャ

ー兼エージェントとした23金融機関による協調融資及び㈱百五銀行をアレンジャー兼エージェントとした７金

融機関による協調融資によるものであります。 

  

  

区分 金額(百万円) 摘要

㈱横浜銀行 802

桐生信用金庫 320

㈱静岡銀行 267

㈱十六銀行 210

中小企業金融公庫 148

㈱千葉銀行 75

ぐんま信用金庫 26

㈱足利銀行 11

シンジケートローン(注) 18,725

合計 20,586

区分 金額(百万円) 摘要

㈱静岡銀行 554

中小企業金融公庫 202

ぐんま信用金庫 171

㈱十六銀行 90

㈱足利銀行 55

シンジケートローン(注) 3,670

合計 4,743



⑪ 社債 

  
 

(注) １．発行年月日、利率等につきましては、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑥

連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。 

２．上記記載金額は一年以内償還予定社債（2,723百万円）を含めて記載しております。 

  

(3) 【その他】 

重要な訴訟事件等 

平成19年３月31日時点で、当社が係争中の訴訟は、未払い工事代金支払請求など12件（損害賠償請求

額187百万円）あります。何れも当社に不法行為等違法性は無いものとして係争中であり、現時点で結

果を予測することは困難であります。いずれの結果でありましても当社の事業展開や経営成績に重大な

影響を及ぼすとは考えておりません。 

  

  

区分 金額(百万円) 摘要

第１回無担保社債 200

第３回無担保社債 300

第４回無担保社債 300

第５回無担保社債 1,000

第６回無担保社債 500

第７回無担保社債 360

第８回無担保社債 150

第９回無担保社債 136

第10回無担保社債 300

第11回無担保社債 400

第12回無担保社債 300

転換社債(ＫＢＣ証券) 9,000

合計 12,946



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 

(注) 平成19年２月16日の取締役会において株主優待制度新設の決議をし、次のとおりとなりました。 

 
  

  

事業年度 １月21日から１月20日まで

定時株主総会 （注） 営業年度の末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 １月20日

株券の種類 100株券 500株券 1,000株券

剰余金の配当の基準日 ７月20日 １月20日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
   住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号
   住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
   住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号
   住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、電子公告を行なうことができない事故
その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。 
なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのURLは次のとおりです。 
http://www.yasuragi-reform.com/

株主に対する特典(注) 該当事項はありません。

(1) 対象株主 毎年１月20日および７月20日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録さ

れた１単元(100株)以上保有の株主です。なお、平成19年７月20日現在の株主名簿およ

び実質株主名簿に記載または記録された１単元(100株)以上保有の株主を対象として、

株主優待の開始となります。

(2) 株主優待内容 全国各地の名産品を年２回。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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 

 平成18年４月17日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第28期）（自 平成17年１月21日 至 平成18年１月20日） 

(2）半期報告書 

 平成18年９月５日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第29期中）（自 平成18年１月21日 至 平成18年７月20日） 

(3) 自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月10日関東財務局長に提出。

 報告期間（自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月10日関東財務局長に提出。

 報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月７日関東財務局長に提出。

 報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月12日関東財務局長に提出。

 報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月９日関東財務局長に提出。

 報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）平成18年７月７日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書           平成18年10月16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１項及び同条第２項第２号の規定に基づく臨時報告書で

あります。 

(5) 臨時報告書           平成18年11月８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４号の規定に基づく臨時報告書であります。 

(6) 臨時報告書の訂正報告書     平成18年10月17日関東財務局長に提出。 

(7) 臨時報告書の訂正報告書     平成18年10月17日関東財務局長に提出。 

(8) 有価証券報告書の訂正報告書   平成19年４月４日関東財務局長に提出。 

 事業年度（第28期）（自 平成17年１月21日 至 平成18年１月20日） 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年４月14日

株式会社 やすらぎ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ている株式会社やすらぎの平成17年１月21日から平成18年１月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、す

なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附

属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、株式会社やすらぎ及び連結子会社の平成18年１月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

  

追記情報 

会計処理の方法の変更に記載されているとおり、シンジケートローン等の手数料については、従来、支出

時に費用処理していたが、当連結会計年度よりローン期間にわたって償却する方法に変更した。 

  

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 
  

 

清友監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口  邦  宏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  後  藤  員  久  ㊞

 上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年４月13日

株式会社 やすらぎ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

いる株式会社やすらぎの平成18年1月21日から平成19年1月20日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、株式会社やすらぎ及び連結子会社の平成19年1月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

追記情報 

 会計処理の方法の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計

基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が適用されることとなるため、これらの会

計基準により連結財務諸表を作成している。 

 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 
  

 

清友監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口  邦  宏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  後  藤  員  久  ㊞

 上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添付する

形で別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年４月14日

株式会社 やすらぎ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

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

ている株式会社やすらぎの平成17年１月21日から平成18年１月20日までの第28期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社やすらぎの平成18年１月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の方法の変更に記載されているとおり、シンジケートローン等の手数料については、従来、支出

時に費用処理していたが、当事業年度よりローン期間にわたって償却する方法に変更した。 

  

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 
  

 

清友監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  口  邦  宏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  後  藤  員  久  ㊞

 上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年４月13日

株式会社 やすらぎ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

  

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

いる株式会社やすらぎの平成18年1月21日から平成19年1月20日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社やすらぎの平成19年1月20日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理の方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基

準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」が適用されることとなるため、これらの会計

基準により財務諸表を作成している。 

 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 
  

 

清友監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士  田  口  邦  宏  ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士  後  藤  員  久  ㊞

 上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付する形で

別途保管しております。
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