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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】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第69期中 第70期中 第71期中 第69期 第70期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) 225,057329,507517,599888,514864,608

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △104,575118,693△266,746151,313△21,861

中間(当期)純利益又
は
中間純損失(△)

(千円) △106,016120,150527,731279,7031,424,436

純資産額 (千円) 7,585,71315,251,43419,241,7837,914,28618,963,638

総資産額 (千円) 8,184,28815,856,49523,180,9629,205,91023,170,153

１株当たり純資産額 (円) 24.43 91.54 101.58 25.76 100.02

１株当たり中間(当
期)
純利益又は中間純損
失
(△)

(円) △0.34 1.06 2.79 0.91 9.42

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 (％) 91.6 95.6 83.0 85.9 81.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,069,1061,284,577△398,352△691,8921,278,036

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △223,530△9,097,352△16,642△37,391△11,253,945

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 378,1587,167,62161,447 148,9589,561,601

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残
高

(千円) 1,106,566800,790754,4091,439,0451,031,648

従業員数(外、平均
臨時雇用者数)

(名)
33
(25)

32
(21)

60
(16)

32
(16)

57
(18)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　提出会社の第70期中間期並びに第70期については、平成19年６月１日付で株式３株を１株に併合してお

ります。

３　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第69期中間期については、１株当たり中間純損失が計

上されているため、又、第70期中間期、第71期中間期、第69期並びに第70期については、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。

４　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第69期中 第70期中 第71期中 第69期 第70期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) 225,057329,507260,531888,514595,718

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △66,279 116,811△250,993222,251 38,842

中間(当期)純利益又
は
中間純損失(△)

(千円) △67,720 118,270224,824311,1992,740,232

資本金 (千円) 5,438,6488,985,29610,314,8485,438,64810,314,848

発行済株式総数 (株) 307,178,060165,725,686189,467,686307,178,060189,467,686

純資産額 (千円) 7,724,20815,289,12520,481,7908,033,23820,461,587

総資産額 (千円) 8,322,78315,894,18621,251,0259,324,86220,766,627

１株当たり純資産額 (円) 24.88 91.77 108.17 26.15 107.96

１株当たり中間(当
期)
純利益又は中間純損
失
(△)

(円) △0.22 1.05 1.19 1.01 18.13

潜在株式調整後１株
当
たり中間(当期)純利
益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― 1.00

自己資本比率 (％) 91.7 95.6 96.4 86.1 98.4

従業員数(外、平均
臨時雇用者数)

(名)
33
(25)

32
(21)

38
(16)

32
(16)

35
(18)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　提出会社の第70期中間期並びに第70期については、平成19年６月１日付で株式３株を１株に併合してお

ります。

３　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第69期中間期については、１株当たり中間純損失が計

上されているため、又、第70期中間期、第71期中間期、第69期並びに第70期については、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。

４　従業員数は、就業人員数を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。

 
業務系統図

 

３ 【関係会社の状況】

従来、持分法適用関連会社であったハーウッド・アセット社は、物件の売却により当初の目的を終

えた為、当中間連結会計期間において持分法適用対象から除外致しました。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年6月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

宿泊事業 27（ 16）

住宅等不動産開発事業 　1（　0）

霊園事業 22（　0）

証券投資事業 　1（　0）

全社（共通） 　9（　0）

合計 60（ 16）

 (注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は(　)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) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 38　(　16)

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は(　)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。

 

(3) 労働組合の状況

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当社グループは前連結会計年度において、マレーシアにおける霊園事業の開始、賃貸用マン

ションの取得等、事業の積極拡大に取組んでまいりました。

このような状況下で、当中間連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分

法適用関連会社）の経営成績は、売上高では517百万円と前年同期比188百万円（57.0％）の増

加となり、前記事業拡大の成果があらわれてまいりました。

一方、利益面では、証券投資事業における売却損、評価損等の発生等より、営業損失が340百万

円と前年同期比267百万円（368.4％）悪化し、経常損失も266百万円と前年同期比385百万円悪

化致しましたが、特別利益（債権受贈益483百万円、長期預り保証金取崩益365百万円等）の計上

により、中間純利益は527百万円と前年同期比407百万円（339.2％）増加いたしました。

 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（宿泊事業）

宿泊事業部門におきましては、本社営業部門の拡充、東南アジアを主とした海外集客の強化

等営業努力を重ねましたが、サブプライム問題に起因する、全般的消費者心理の冷え込み、ガ

ソリン価格高騰によるマイカー顧客の減少等により集客数は減少し、客単価も減少するに至

りました。

この結果、宿泊事業の売上高は239百万円と前年同期比21百万円（8.4％）の減収となり、営

業損失は48百万円と前年同期比37百万円（356.3％）の悪化となりました。

（住宅等不動産開発事業）

住宅等不動産開発事業では、前連結会計年度より開始した新規賃貸マンションの参入によ

り売上高163百万円と前年同期比145百万円（774.5％）増加し、営業利益も73百万円と前年同

期比64百万円（675.1％）の増収となりました。

（証券投資事業）

証券投資事業は米国サブプライム問題に起因する国際的証券市況低迷により、売却損・評

価損が発生したため、売上高は0百万円と前年同期比49百万円減少し、営業損失は214百万円と

前年同期比264百万円の悪化となりました。

（霊園事業）

前連結会計年度後半より開始したマレーシアの霊園事業は、売上高114百万円を計上致しま

したが、営業損失40百万円を計上するに至りました。
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所在地別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（日本）

日本国内の売上高は402百万円と前年同期比73百万円（22.3％）の増収となりました。

一方、営業損失は189百万円と前年同期比237百万円の悪化となりました。

主な増減要因は、前述事業の種類別セグメントの業績（霊園事業を除く）に記載のとおりで

あります。

（東南アジア）

前連結会計年度後半より開始したマレーシアの霊園事業は、売上高114百万円を計上致しま

したが、営業損失40百万円を計上するに至りました。

尚、インドネシアバリ島所在のバリガーデンホテルに係る不動産が、平成17年９月に競売の

対象となって所有権が第三者に移転し、実質的に有効な支配権を喪失しております。

当社は本件に関連し、平成17年12月期に連結子会社株式評価損として約26億円を特別損失に

計上するとともに、事件発生以来この所有権を早期に回復すべく、現地弁護士等と連携して対

策を検討してまいり、状況は極めて厳しいものがありますが、今後も引き続き回復への努力を

継続してまいる所存であります。

 

（2）キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の計上、霊園開発資産の増加

などにより、398百万円の支出（前年中間期は、1,284百万円の収入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより、16百万円の支出（前年中

間期は、9,097百万円の支出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加、配当金の支払いなどにより、61百

万円の収入（前年中間期は、7,167百万円の収入）となりました。

この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、754百万円となり、前年中間期

末と比べて46百万円減少いたしました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)が営んでいる事業はいずれも生産実績を定義することが困難

であり、受注生産形態もとっていないため、「生産及び受注の状況」は記載しておりません。

 

販売実績

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

ます。

 

事業の種類別セグメントの名称 内訳 金額(百万円) 前年同期比(％)

宿泊事業

今井荘 199 △11.4

南山荘 40 10.5

計 239 △8.4

住宅等不動産開発事業

賃貸不動産 154 1,336.8

温泉給湯 9 17.1

計 163 774.5

霊園事業 114 ―

 証券投資事業 0 ―

合計 517 57.1

(注) １　本表の金額には消費税等は含まれておりません。

２　本表の金額については「外部顧客に対する売上高」について記載しております。

３　住宅等不動産開発事業の賃貸不動産の前年同期比増加は、前年第３四半期に経営権を取得し

た、賃貸マンションに係るものです。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はあ

りません。

 

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

５ 【研究開発活動】

特に記載すべき事項はありません。
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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】

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、当

中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000,000

計 1,200,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成20年９月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 189,467,686 189,467,686
東京証券取引所
(市場第１部)

―

計 189,467,686 189,467,686 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく新株予約権(ストック・オプション)

の内容は、次のとおりであります。
 

株主総会の特別決議日（平成17年３月30日）

 
中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数（個） 　　3,969　（注）1 同左

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）

3,969,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

144 同左

新株予約権の行使期間
自平成17年５月１日
至平成22年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の発行価格及び資本組入額
（円）

発行価格　　　144 
資本組入額 　　72 

同左

新株予約権の行使の条件

①　対象者が、自己都合により辞任および
退職した場合には、新株予約権を行使で
きない。
②　対象者は、新株予約権の行使時におい
て、当社、当社子会社または当社関連会
社の取締役、監査役、従業員、その他これ
に準ずる地位にあることを要するもの
とする。
③　対象者が前述②の地位を喪失した場合
であっても、以下の各号に定める事由に
基づく場合には、前項にかかわらず、新
株予約権を行使することができるもの
とする。
(ⅰ)　対象者である当社、当社子会社お
よび当社関連会社の取締役および
監査役が、任期満了を理由に退任し
た場合。

(ⅱ)　対象者である当社および当社子会
社の従業員が、会社の都合により転
籍した場合。

(ⅲ)　対象者である当社および当社子会
社の従業員が、定年退職した場合。

(ⅳ)　対象者である当社および当社子会
社の従業員が、会社都合または業務
上の疾病により解雇された場合。

④　対象者が新株予約権の権利行使期間到
来前に死亡した場合は、相続人は新株予
約権を行使できない。なお、対象者が新
株予約権の権利行使期間到来後に死亡
した場合には、相続人が新株予約権を行
使することができるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡、担保権を設定することは出来ない。
相続は認める。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

― ―

（注）1　当中間会計期間中、２名退職により新株予約権の数161個と株式の数161,000株が失権して

おります。
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②　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりでありま
す。

 

株主総会の特別決議日（平成19年３月29日）

 
中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数（個） 500　（注）1 同左

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）

500,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額
（円）

105 同左

新株予約権の行使期間
自平成19年５月１日
至平成22年４月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の発行価格及び資本組入額
（円）

発行価格　　　105 
資本組入額 　　53 

同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の行使時において当社の取

締役、監査役の地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年によ

る退職の場合、その他取締役会決議を

もって特に認めた場合は、この限りでは

ない。

②　新株予約権の質入、その他処分は認めな

い。

③　その他の条件については、当社第69回提

示株主総会決議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

する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

④　対象者は、割当てられた新株予約権のう

ち、その全部または一部につき新株予約

権を行使することができる。ただし、新

株予約権の行使は、割当てられた新株予

約権個数の整数倍の単位で行使するも

のとする。但し、割当対象者は、3年（3分

の１）に分割した行使期間１期間を通

して、3年（3分の１）に分割した新株予

約権数を限度に、行使できるものとす

る。尚、行使しなかった新株予約権数は、

翌行使期間以降の行使期間に繰越しで

きるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡、担保権を設定することは出来ない。
相続は認める。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

― ―
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（注）1　当中間会計期間中、１名退職により新株予約権の数167個と株式の数167,000株が失権して

おります。
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(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、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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20年１月１日～
平成20年６月30日

― 189,467 ― 10,314 ― 5,212

 

(5) 【大株主の状況】

平成20年６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(％)

ファー・イースト・
グローバル・アジア社
(常任代理人ジョンソン・ヤ
ン・コン・サン)

3rd Floor, One Capital Place, Shedden 
Road, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands, British West Indies
(東京都港区高輪二丁目16番45号)

110,683 58.41

ソシエテ　ジェネラル　バンクア
ンドトラストシンガポール　カス
ト　メイン　アカウント　スクリプ

レス(常任代理人香港上海銀
行東京支店)

27-00 80 Robinson Road.Singapore.068898.
Singapore
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号) 5,876 3.10

川　崎　充　計 京都府綴喜郡宇治田原町 1,191 0.62

若　土　征　男 富山県富山市 1,000 0.52

日本マスタートラスト
信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 971 0.51

ピー・エヌ・ビー・バリバ・セ
キユリティーズ（ジャパン）リ
ミテッド(ビーエヌビーバリバ証
券会社)

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウーノースタワー

962 0.50

シービーホンコン　ケージーアイ
　アジア　リミテッドーセグレゲ
イテッド　アカウント（常任代理
人シティバンク銀行株式会社）

27/F Asia Pacific Finance Tower Citibank
Plaza 3 Garden Road Hong Kong
(東京都品川区東品川2丁目3番14号)

800 0.42

有　地　壽　雄 神戸市須磨区戒町 761 0.40

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 754 0.39

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱（信
託口）

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 699 0.36

計 ― 123,697 65.28

(注) １　日本マスタートラスト信託銀行㈱および三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の株式数1,670千株は信託業務にかかる

株式であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年６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)
(自己保有株式)
普通株式　120,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

188,757,000
188,757 ―

単元未満株式
普通株式

590,686
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 189,467,686― ―

総株主の議決権 ― 188,757 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が22,000株 (議決権22個)含まれてお

ります。

２　「単元未満株式」には、当社所有の自己株式47株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成20年６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(％)

(自己保有株式)
東海観光株式会社

港区高輪2－16－45 120,000 ― 120,000 0.06

計 ― 120,000 ― 120,000 0.06

(注)　株主名簿上の自己株式は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の120,000株、「単元

未満株式」のうち47株、実質的に所有していない株式(既に売却済みなるも名義変更未済分)4,000株(議決

権の数４個)、合計124,047株となります。なお、実質的に所有していない株式は、「完全議決権株式(その

他)」に含まれております。

 

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】

 

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 58 67 71 56 56 65

最低(円) 43 49 49 51 52 50

(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。
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３ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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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。

なお、前中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正前の中間連結

財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は、改

正後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。

なお、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は、改正後の中間

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、前中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)及び前中間会計期間

(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当

中間連結会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成20年１

月１日から平成20年６月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ

中間連結財務諸表並びに中間財務諸表について、ＫＤＡ監査法人により中間監査を受けておりま

す。
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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19年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

　１　現金及び預金 ※２  855,760  939,956  1,217,195 

　２　売掛金   16,424  38,769  30,481 

　３　有価証券   960,133  639,434  610,957 

　４　たな卸資産   9,208   9,587   13,596 

　５　霊園開発資産   ―   12,905,021  12,584,768 

　６　その他   46,527  98,311  82,331 

　　　貸倒引当金   △371   △9,715   △1,683  

流動資産合計   1,887,68211.9  14,621,36563.1  14,537,64762.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

　　(1) 建物及び構築物 775,322   738,226   751,605   

　　(2) 工具器具備品  20,100   20,031   19,456   

　　(3) 土地  2,096,906   2,096,906   2,096,906   

(4) 賃貸用不動産 ※２ ―   4,893,927   4,920,135   

　　(5) その他  3,617   30,328   20,655   

　　　有形固定資産計   2,895,94718.3  7,779,41933.6  7,808,75833.7

２　無形固定資産   9,9010.0  10,6270.0  10,5110.1

３　投資その他の資産           

　　(1) 投資有価証券  10,163,355   415,710   431,945   

　　(2) 出資金  235,478   16,914   ―   

　　(3) 長期貸付金  669,063   321,232   334,365   

　　(4) その他  7,277   26,187   57,119   

　　　　貸倒引当金  △12,210   △10,495   △10,195   

　　　投資その他の資産計   11,062,96469.8  769,5503.3  813,2353.5

固定資産合計   13,968,81288.1  8,559,59736.9  8,632,50537.3

資産合計   15,856,495100.0  23,180,962100.0  23,170,153100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

　１　買掛金   4,883   61,262  47,969 

　２　短期借入金 ※２  126,185  406,157  175,428 

　３　未払費用   47,971  26,277  156,645 

　４　その他   333,766  570,015  521,323 

流動負債合計   512,8073.2  1,063,7124.6  901,3633.9

Ⅱ　固定負債           

　１　長期借入金 ※２  ―   2,791,341  2,784,301 

　２　退職給付引当金   1,949   2,162   2,053  

　３　繰延税金負債   41,784  35,848  33,324 

４　その他   48,520  46,114  485,469 

固定負債合計   92,2540.6  2,875,46612.4  3,305,14814.2

負債合計   605,0613.8  3,939,17817.0  4,206,51318.1

 (純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   8,985,29656.7  10,314,84844.5  10,314,84844.5

２　資本剰余金   5,733,35136.1  7,039,05930.4  7,039,09230.4

３　利益剰余金   391,5332.5  1,882,2118.1  1,667,1367.2

４　自己株式   △9,400△0.1  △11,014△0.1  △10,402△0.0

株主資本合計   15,100,78195.2  19,225,10482.9  19,010,67382.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
　　評価差額金

  60,9050.4  52,0010.2  48,3420.2

２　為替換算調整勘定   245 0.0  △42,817△0.1  △119,126△0.5

評価・換算差額等
合計

  61,1510.4  9,1830.1  △70,784△0.3

Ⅲ　新株予約権   89,5020.6  ― ―  18,2760.1

Ⅳ　少数株主持分   ― ―  7,4950.0  5,4720.0

純資産合計   15,251,43496.2  19,241,78383.0  18,963,63881.9

負債純資産合計   15,856,495100.0  23,180,962100.0  23,170,153100.0
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② 【中間連結損益計算書】

 

  
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   329,507100.0  517,599100.0  864,608100.0

Ⅱ　売上原価   280,74285.2  655,410126.6  735,42085.1

売上総利益又は売
上総損失（△）

  48,76414.8  △137,810△26.6  129,18714.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  121,44536.9  202,62539.2  333,57138.5

営業損失   72,680△22.1  340,436△65.8  204,383△23.6

Ⅳ　営業外収益           

　１　受取利息  35,269   20,986   58,091   

　２　受取配当金  238   213   438   

　３　為替差益  74,388   37,308   50,102   

　４　持分法による
　　　投資利益

 123,271   49,557   199,719   

　５　その他  105   1,177   837   

　　　営業外収益計   233,27370.8  109,24321.1  309,18935.8

Ⅴ　営業外費用           

　１　支払利息  19,673   34,812   43,610   

２　株式交付費  22,119   483   82,604   

３　その他  106   258   451   

　　営業外費用計   41,89912.7  35,5536.8  126,66614.7

経常利益又は
経常損失(△)

  118,69336.0  △266,746△51.5  △21,861△2.5

Ⅵ　特別利益           

　１　新株予約権戻入益 　 ―   18,276   ―   

　２　債権受贈益 ※５ ―   483,854   ―   

　３　長期預り保証金
　　　取崩益

※６ ―   365,851   ―   

　４　受取保証料 ※４ ―   ―   2,700,000   

　５　貸倒引当金戻入益  2,874   ―   4,810   

　　　特別利益計   2,8740.9  867,981167.7  2,704,810312.8

Ⅶ　特別損失           

　１　固定資産除却損 ※２ ―   320   550   

　２　のれん償却費 ※３ ―   ―   1,249,376   

　３　前期損益修正損  2   60,512   ―   

４　その他  ―   2,439   25   

　　特別損失計   2 0.0  63,27112.2  1,249,951144.6

税金等調整前中間
(当期)純利益

  121,56536.9  537,963104.0  1,432,997165.7

法人税、住民税
及び事業税

  1,4150.4  8,6681.7  5,2240.6

少数株主利益   ― ―  1,5630.3  3,3360.4

中間(当期)純利益   120,15036.5  527,731102.0  1,424,436164.7
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 5,438,6482,250,065 310,328 △7,672 7,991,368

中間連結会計期間中の変動額      

　新株の発行 3,546,6483,483,315 ― ― 7,029,963

　中間純利益 ― ― 120,150 ― 120,150

　持分法適用除外に伴う

利益剰余金減少高
― ― △38,945 ― △38,945

自己株式の取得 ― ― ― △1,886 △1,886

自己株の処分 ― △28 ― 158 130

中間連結会計期間中の変動額合

計

(千円)

3,546,6483,483,286 81,205 △1,727 7,109,412

平成19年６月30日残高(千円) 8,985,2965,733,351 391,533 △9,400 15,100,781

 

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 40,998 △118,080 △77,082 ― 7,914,286

中間連結会計期間中の変動額      

　新株の発行 ― ― ― ― 7,029,963

　中間純利益 ― ― ― ― 120,150

　持分法適用除外に伴う

　利益剰余金減少高
― ― ― ― △38,945

　自己株式の取得 ― ― ― ― △1,886

自己株の処分 ― ― ― ― 130

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

19,907 118,326 138,233 89,502 227,735

中間連結会計期間中の変動額合
計
(千円)

19,907 118,326 138,233 89,502 7,337,148

平成19年６月30日残高(千円) 60,905 245 61,151 89,502 15,251,434
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当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日残高(千円) 10,314,8487,039,0921,667,136 △10,402 19,010,673

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当 ― ― △189,359 ― △189,359

　中間純利益 ― ― 527,731 ― 527,731

　連結除外に伴う

利益剰余金減少高
― ― △123,296 ― △123,296

自己株式の取得 ― ― ― △685 △685

自己株の処分 ― △32 ― 73 40

中間連結会計期間中の変動額合

計

(千円)

― △32 215,075 △611 214,430

平成20年６月30日残高(千円) 10,314,8487,039,0591,882,211 △11,014 19,225,104

 

 
評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) 48,342 △119,126 △70,784 18,276 5,472

中間連結会計期間中の変動額      

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

3,658 76,309 79,967 △18,276 2,023

中間連結会計期間中の変動額合
計
(千円)

3,658 76,309 79,967 △18,276 2,023

平成20年６月30日残高(千円) 52,001 △42,817 9,183 ― 7,495
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前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 5,438,6482,250,065 310,328 △7,672 7,991,368

当連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 4,876,2004,789,125 ― ― 9,665,325

　当期純利益 ― ― 1,424,436 ― 1,424,436

持分法適用に伴う利益剰余金

増加高
― ― △67,628 ― △67,628

自己株式の取得 ― ― ― △3,093 △3,093

自己株式の処分 ― △97 ― 362 265

当連結会計年度中の変動額合計

(千円)
4,876,2004,789,0271,356,807 △2,730 11,019,304

平成19年12月31日残高(千円) 10,314,8487,039,0921,667,136 △10,402 19,010,673

 

 
評価換算差額等

新株予約権 少数株主持分
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 40,998 △118,080 △77,082 ― ―

当連結会計年度中の変動額      

　株主資本以外の項目の
当連結会計年度中の変動額
(純額)

7,344 △1,046 6,297 18,276 5,472

当連結会計年度中の変動額合計
(千円)

7,344 △1,046 6,297 18,276 5,472

平成19年12月31日残高(千円) 48,342 △119,126 △70,784 18,276 5,472
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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19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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

 121,565 537,963 1,432,997

減価償却費  26,768 62.287 53,269

のれん償却額  ― ― 1,249,376
貸倒引当金の増減額
(減少：△)

 △2,874 8,331 △4,810

退職給付引当金の増減額
(減少：△)

 103 108 207

受取利息及び受取配当金  △35,508 △21,199 △58,766

為替差損益(差益：△)  △74,110 △27,640 △50,223
持分法による投資損益
(益：△)

 △123,271 △49,557 △199,719

支払利息  19,673 34,812 43,691

新株予約権戻入益  ― △18,276 ―

受取保証金  ― ― △2,700,000

長期預り保証金取崩益  ― △365,851 ―

株式交付費  22,119 ― 82,604

有形固定資産除却損  ― 320 550

関係会社株式評価損  ― 24,556 ―
売上債権の増減額
(増加：△)

 12,994 △8,287 △11,039

たな卸資産の増減額
(増加：△)

 4,012 4,008 33,305

霊園開発資産の増減額
(増加：△)

 ― △320,252 ―

仕入債務の増減額
(減少：△)

 △7,623 13,293 △1,591

未払費用の増減額
(減少：△)

 9,750 △130,367 4,027

有価証券の増減額
(増加：△)

 1,122,231 △28,477 1,471,407

その他流動資産の増減額
(増加：△)

 951,934 △3,336 972,480

その他流動負債の増減額
(減少：△)

 △770,776 61,167 △1,033,933

その他固定資産の増減額
(増加：△)

 ― 14,017 ―

その他固定負債の増減額
(減少：△)

 △1,229 △276,281 2,007

そ       の       他 2 11,075 291
     

小　　　　計  1,275,762 △477,582 1,286,070

     

利息及び配当金の受取額  31,167 122,711 37,201

利息の支払額  △19,522 △34,812 △42,405

法人税等の支払額  △2,830 △8,668 △2,830

     

営業活動による
キャッシュ・フロー

 1,284,577 △398,352 1,278,036
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前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △54,969 ― ―

定期預金の払戻による
収入

 91,785 ― 91,785

有形固定資産の取得によ
る支出

 △329 △33,033 △5,237

無形固定資産の取得によ
る支出

 ― △350 ―

投資有価証券・関係会社
株式の取得による支出

 △9,628,035 △2,139 ―

投資有価証券・関係会社
株式の売却等による収入

 200 ― 200

投資有価証券・関係会社
株式の払戻による収入

 452,652 ― 549,826

連結の範囲の変動を伴う
子会社株式の取得による
支出

 ― ― △14,979,833

保証金による収入  ― ― 2,700,000

貸付金の回収による収入  41,343 18,882 389,313

     

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △9,097,352 △16,642 △11,253,945

     

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入金純増減額
(減少：△)

 59,803 295,357 △24,379

株式の発行による収入  6,830,073 ― 9,321,495

自己株式の取得・売却に
よる純支出

 △1,755 △644 △2,827

新株予約権の発行による
収　　　　　　入

 279,501 ― 279,501

長期借入金の借入による
収入

 ― 7,762 ―

長期借入金の返済による
支出

 ― △58,655 △12,187

配当金の支払額
 

 

 
 
 

―
 

 

△182,371
 

 

―
 

 

財務活動による
キャッシュ・フロー

 7,167,621 61,447 9,561,601

     

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 6,897 76,309 6,909

Ⅴ　現金及び現金同等物に係る
増減額(減少：△)

 △638,254 △277,238 △407,397

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期首残高

 1,439,045 1,031,648 1,439,045

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※1 800,790 754,409 1,031,648
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

 
前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　連結の範囲に関す

る事項

①　連結子会社の数　７社

　連結子会社名は、コン

セプト・アセット社、デ

バレル・インベストメ

ント社、アイビーデール

社、センテナリー・デベ

ロップメント社、グロー

リー・ドラゴン・デベ

ロップメント社、ライト

・ タ イ ム ・ プ ロ パ

ティーズ社、チーム・ユ

ナイテッド・プロパ

ティーズ社であります。

エリート・イースト

・デベロップメント社、

アップ・ムーブ・デベ

ロップメント社、プレシ

ス・パシフィック・デ

ベロップメント社、グリ

ンプトン・デベロップ

メント社

の4社は、設立当初の目

的であった業務が終了

したため連結範囲から

除外しております。

　非連結子会社は、重要

性の観点からみて、いず

れもそれぞれ小規模で

あり全体としても連結

財務諸表に重要な影響

を及ぼしません。

① 連結子会社の数 １５

社

　コンセプト・アセット

社、デバレル・インベス

トメント社、アイビー

デール社、ビューティ・

スプリング・インター

ナショナル社、イージー

ビルド社、スプリーム・

ティーム社、RMP・コン

ストラクション社、ラワ

ン・メモリアル・パー

ク社、パレロワイヤル原

宿合同会社、南麻布二十

一合同会社、サンテラス

62合同会社、センテナ

リー・デベロップメン

ト社、グローリー・ドラ

ゴン・デベロップメン

ト社、ライト・タイム・

プロパティーズ社、チー

ム・ユナイテッド・プ

ロパティーズ社であり

ます。

　なお、非連結子会社は

ありません。

① 連結子会社の数 １５

社

　連結子会社名は「第１

企業の概要　４　関係会

社の状況」に記載して

いるため、省略しており

ます。

　当連結会計年度におい

てビューティ・スプリ

ング・インターナショ

ナル社、イージービルド

社、スプリームティーム

社、RMP・コンストラク

ション社、ラワンメモリ

アルパーク社、パレロワ

イヤル原宿合同会社、サ

ンテラス62合同会社、南

麻布二十一合同会社を

連結の範囲に含めてお

ります。又、物件の売却

により当初の目的を終

えた為、エリート・イー

スト・デベロップメン

ト社、アップ・ムーブ・

デベロップメント社、グ

リンプトン・デベロッ

プメント社は、連結の対

象から除外しておりま

す。

　なお、非連結子会社は

ありません。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

２　持分法の適用に関

する事項

①　持分法適用の関連会社

の数　　　　　　　６社

　カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパ

ティー社、ハーウッド・

アセット社、キャピタル

・シティー・グループ

社、代官山テン有限会

社、サンテラス赤坂62有

限会社であります。

スマート・チョイス

・トレーディング社、

ファースト・マルチ・

トレーディング社は、設

立当初の目的であった

業務が終了したため持

分法の適用会社から除

外しております。

　その他の関連会社はあ

りません。

①　持分法適用の関連会社

の数　　　　　　　３社

カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパ

ティー社、キャピタル・

シティー・グループ社

であります。

ハーウッド・アセッ

ト社、代官山テン有限会

社は、設立当初の目的で

あった業務が終了した

ため持分法の適用会社

から除外しております。

その他の関連会社は

ありません。

①　持分法適用の関連会社

の数　　　　　　　６社

　カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパ

ティー社、ハーウッド・

アセット社、キャピタル

・シティー・グループ

社、代官山テン有限会

社、サンテラス赤坂62有

限会社であります。

スマート・チョイス

・トレーディング社、

ファースト・マルチ・

トレーディング社は、設

立当初の目的であった

業務が終了したため持

分法の適用会社から除

外しております。

　その他の関連会社はあ

りません。

３　連結子会社の中間

決算日(決算日)

等に関する事項

　全ての連結子会社の中間

決算日は、中間連結決算日

と一致しております。

パレロワイヤル原宿

合同会社及び南麻布二

十一合同会社の決算日

は3月31日、サンテラス

６２合同会社の決算日

は7月31日であります

が、中間連結決算日現在

で仮決算を実施してお

ります。

　パレロワイヤル原宿合同

会社及び南麻布二十一合

同会社の決算日は、３月31

日、サンテラス62合同会社

の決算日は、７月31日であ

りますが、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づ

いております。

４　会計処理基準に関

する事項

   

(1) 重要な資産の

評価基準及び

評価方法

①　有価証券

　　売買目的有価証券

時価法(売却原価は

移動平均法により

算定)

　　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)

①　有価証券

　　売買目的有価証券

同左

 

 

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　同左

 

①　有価証券

　　売買目的有価証券

同左

 

 

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

決算期末日の市

場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は全部純資産

直入法により処

理し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

 　　　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

同左

　　　時価のないもの

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

 ②　たな卸資産

　　貯蔵品

先入先出法による原

価　　　

　　　　　　　　　法

②　たな卸資産

　　貯蔵品

同左

 

②　たな卸資産

　　貯蔵品

同左

 

 ――――――

 

③　霊園開発資産

　　　個別法による原価法

③　霊園開発資産

同左

 ④　デリバティブ

　　　時価法

④　デリバティブ

　　時価法

④　デリバティブ

　　時価法

(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

　a. 平成19年３月31日以

前取得は、旧定額法

　b. 平成19年４月１日以

後取得は、定額法

　(主な耐用年数は、建

物　17～45年)

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(主な償却年数

は、自社利用のソフト

ウェア　５年)

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資

産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として

処理する方法を採用して

おります。

株式交付費

同左

株式交付費

同左

(4) 重要な引当金

の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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

　従業員の賞与支給に備

えるため、成果に基づき

支給額のうち当中間連

結会計期間の負担すべ

き額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備

えるため、成果に基づき

支給額のうち当連結会

計年度の負担すべき額

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、自己都合によ

る中間期末退職金要支

給額の100％を計上して

おります。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備

えるため、自己都合によ

る期末退職金要支給額

の100％を計上しており

ます。
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(5) 重要な外貨建

の資産又は負

債の本邦通貨

への換算基準

　在外子会社等の資産及び

負債は、中間連結決算日の

直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算

調整勘定に含めて計上し

ております。

同左 　在外子会社等の資産及び

負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整

勘定に含めて計上してお

ります。
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(6) 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

(7) 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ま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

 

 

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

　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資から

なっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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ヶ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。
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追加情報

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い)
　前連結会計年度の下期より「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19号）
を適用しております。従って前中間
会計期間まで営業外費用の内訳で
新株発行費として区分掲記してお
りましたが、当中間連結会計期間か
ら営業外費用の内訳で株式交付費
として区分掲記しております。

―――――― 　イダマン・ムルニ社は、住宅不動産
開発事業として、平成11年12月に、
ヴィンテージ・フェーム・インター
ナショナル社より平成14年12月完成
予定のショッピングセンター（マ
レーシア）を完工ベースで取得する
契約を締結しておりますが、完成さ
れなかった為、同社に対して補償を
請求しておりましたが平成19年8月
に27億円、差額全額の入金がありま
した。

 

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19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,688,965千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,732,080千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,705,162千円

※２　担保提供資産

　関連会社の金融機関からの借

入に対し、担保に供している資

産は、次のとおりであります。

現金及び預金(定期預金)

54,969千

円

※２　担保提供資産

現金及び預金　　185,547千円

賃貸用不動産　4,893,927千円

（対応債務）

短期借入金　　 　58,440千円

長期借入金　　2,775,900千円

※２　担保提供資産

現金及び預金　　185,547千円

賃貸用不動産　4,920,135千円

（対応債務）

短期借入金　　　116,880千円

長期借入金　　2,775,900千円

 

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

半期報告書

35/83



 (中間連結損益計算書関係)
 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

証券業務費 37,775千円

支払報酬 27,937

給料手当 14,537

諸税公課 15,606

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

証券業務費 27,403千円

支払報酬 22,679

給料手当 30,730

諸税公課 29,849

※１　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

給料手当 40,101千円

支払報酬 63,586

証券業務費 58,893

諸税公課 56,926

―――――― ※２　固定資産除却損の内訳

　　工具器具備品　　　　320千円

※２　固定資産除却損の内訳

建物 174千円

工具器具備品 376

 550

―――――― ―――――― ※３　のれん償却費

　　賃貸用不動産の取得に伴うのれ
　　ん1,249,376千円について財務
　　的保守主義の観点より一括償却
　　したものであります。

―――――― ―――――― ※４　受取保証金

イダマン・ムルニ社は、住宅不

動産開発事業として、平成11年

12月に、ヴィンテージ・フェー

ム・インターナショナル社よ

り平成14年12月完成予定の

ショッピングセンター（マ

レーシア）を完工ベースで取

得する契約を締結しておりま

すが、完成されなかった為、同

社に対して補償を請求してお

りましたが平成19年8月に27億

円、差額全額の入金がありまし

た。

―――――― ※５　債権受贈益

霊園事業に係る連結子会社の

債務を無償譲渡により譲り受

けました。

スプリーム・ティーム社

 384,447千円

ラワン・メモリアル・パーク社

 99,406

 483,854

――――――
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―――――― ※６　長期預り保証金取崩益

賃貸不動産事業に係る連結子

会社の債務(長期預り保証金)

は外部投資家に対する債務と

認識しておりましたが、当中間

連結会計期間において、外部に

対する債務ではないことが明

確になりました。

サンテラス62合同会社

 365,851千円

――――――
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 (中間連結株主資本等変動計算書関係)

 

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株) 307,178 63,333 204,786 165,725

(変更事由の概要)

①　増加数は、新株予約権の権利行使　63,333千株であります。

②　減少数は、株式併合による減少　204,786千株であります。

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 211,169 58,339 178,37491,134

(変更事由の概要)

①　増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　 58,339株

②　減少数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の売渡しによる減少　　　　　　4,500株

　株式の併合による減少　　　　　　　　　　173,874株

　　平成19年3月29日第69回定時株主総会において承認され3株を併せて1株にしました。

(平成19年6月1日株式併合効力発生日)

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳

目的とな

る株式の

種類

目的となる株式の数（千株） 当中間連結

会計期間末

残高(千円)

前連結会

計年度末

増加 減少

 

当中間連結

会計期間末

提出会社

平成19年

新株予約

権

普通株式 ― 279,501249,66729,834 89,502

合計 ― 279,501249,66729,834 89,502

（注）１　行使期間は平成19年2月9日から平成20年2月8日までであります。

　　　２　平成19年6月1日株式併合により3株を併せて1株にしました。

      ３　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　４　目的となる株式の数の変動事由の概要

　　　平成19年新株予約権の減少　　権利行使による減少　 63,333株

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合による減少　186,334株
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当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（千株) 189,467 － － 189,467

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 107,752 13,062 767 120,047

(変更事由の概要)

①　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

②　減少数は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

　　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内　訳

目的とな

る株式の

種類

目的となる株式の数（千株） 当中間連

結会計期

間末残高(

千円)

前連結会計

年度末

増加 減少

 

当中間連結

会計期間末

残高

提出会社
平成19年

新株予約権
普通株式 6,092 － 6,092 － －

（注）１　行使期間は平成19年２月９日から平成20年２月８日までであります。

　２　平成19年６月１日株式併合により３株を併せて１株にしました。

　３　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

　４　目的となる株式の数の減少は、権利失効によるものであります。

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年3月28日
定時株主総会

普通株式 189,359 1 平成19年12月31日平成20年3月31日

 

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

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 307,178 87,075 204,786189,467

 
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

新株予約権の権利行使による増加　　　　　　　 87,075千株

減少数の内訳は、次の通りであります。

株式併合による減少　　　　　　　　　　　　　 204,786千株

 

２　自己株式の数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 70,390 40,929 3,567 107,752

 

　(注) 平成19年6月1日付で3株を1株とする株式併合を行っており、株式数は併合後のものであります。

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　40,929株

減少数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買増請求による減少　　　 　　 　3,567株

　　　　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社
平成19年

新株予約権
普通株式 ― 279,501273,4096,09218,276

合計 ― 279,501273,4096,09218,276

(注)　 １　行使期間は平成19年2月9日より平成20年2月8日までであります。

２　平成19年6月1日株式併合により3株を併せて1株と致しました。

３　目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

４　目的となる株式の数の変動事由の概要

平成19年新株予約権の減少　　　　権利行使による減少　　　87,075千株

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式併合による減少　　　186,334千株

　　　　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年3月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 189,359 1平成19年12月31日平成20年3月31日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

※１　現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係

※１　現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 855,760千円

担保に供している
定期預金

△54,969

現金及び
現金同等物

800,790

現金及び預金勘定 939,956千円

担保に供している
定期預金

△185,547

現金及び
現金同等物

754,409

現金及び預金勘定 1,217,195千円

担保に供している
定期預金

△185,547

現金及び
現金同等物

1,031,648

 

(リース取引関係)
 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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(借主側)

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(借主側)

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(借主側)

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

　その他の有形固定資産

　　　　　(工具器具備品)

取得価額相当額 7,534千円

減価償却累計額
相当額

2,523 

中間期末残高
相当額

5,010 

(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。

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

　その他の有形固定資産

　　　　　(工具器具備品)

取得価額相当額 11,110千円

減価償却累計額
相当額

4,979 

中間期末残高
相当額

6,130 

(注)　　　　同左

 

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

 

　　　　　(工具器具備品)

取得価額相当額 7,534千円

減価償却累計額
相当額

3,602 

期末残高
相当額

3,931 

　　なお、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

　１年内 2,157千円

　１年超 2,852 

　合計 5,010 

(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

中間期末残高の有形固定資

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。

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 2,330千円

　１年超 3,800 

　合計 6,130 

(注)　　　　同左

 

②　未経過リース料期末残高相当額

　１年内 2,157千円

　１年超 1,774 

　合計 3,931 

　　なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高の有形固定資産期末残高

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

支払リース料 1,078千円

減価償却費相当額 1,078

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,376千円

減価償却費相当額 1,376

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2,157千円

減価償却費相当額 2,157
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④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

次へ
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(有価証券関係)

有価証券

Ⅰ　前中間連結会計期間末(平成19年６月30日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

  取得原価  
中間連結貸借対照表計上

額
 差額

　　　株式  14,484千円  42,512千円  28,027千円

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券   

　非上場株式  9,912,647千円

 

Ⅱ　当中間連結会計期間末(平成20年６月30日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

  取得原価  中間連結貸借対照表計上額  差額

　株式  14,484千円 33,118千円 18,634千円

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券   

　非上場株式  278,992千円

 

Ⅲ　前連結会計年度末(平成19年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

  取得原価  連結貸借対照表計上額  差額

　株式  14,484千円 32,922千円 18,438千円

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券   

　非上場株式  273,019千円

 

 

(デリバティブ取引関係)

 　　該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

　　ストック・オプションの内容及び規模

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年４月４日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役１名　監査役１名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　2,001,000株　(平成19年６月１日株式併合後667,000株)

付与日 平成19年４月19日

権利確定条件
付与日(平成19年４月19日)から平成22年４月30日まで継続して勤務して
いること

対象勤務期間 平成19年４月19日～平成22年４月30日

権利行使期間 平成19年５月１日～平成22年４月30日

付与日における公正な評価単価
(円)

35円 (平成19年６月１日株式併合後105円)

(注)　平成19年６月１日株式併合（３株を併せて１株に致しました。）により、評価単価が変動しております。

 

 

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益　　　18,276千円

２　ストック・オプションの内容及び規模

該当事項はありません。

 

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 ストック・オプションの内容及び規模

 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年４月15日 平成19年４月４日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役４名　監査役４名　従業員
36名

取締役１名　監査役１名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　13,311,000株 普通株式　2,001,000株

付与日 平成17年４月15日 平成19年４月19日

権利確定条件
付与日(平成17年４月15日)から平成
22年４月30日まで継続して勤務して
いること

付与日(平成19年４月19日)から平成
22年４月30日まで継続して勤務して
いること

対象勤務期間
平成17年４月15日～平成22年４月30
日

平成19年４月19日～平成22年４月30
日

権利行使期間
平成17年５月１日～平成22年４月30
日

平成19年５月１日～平成22年４月30
日

付与日における公正な評価単価
(円)

144円 105円
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(注)　平成19年６月１日株式併合（３株を併せて１株に致しました。）により、評価単価が変動しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)
(単位：千

円)

 宿泊事業
住宅等不動産
開発事業

 
証券投資
事　　業

計
消去
又は全社

連結

　　売上高       

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

260,93318,73249,840329,507 ― 329,507

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 260,93318,73249,840329,507 ― 329,507

　　営業費用 271,5409,202 ― 280,742121,445402,187

営業利益又は営業損失(△) △10,606 9,530 49,84048,764(121,445)△72,680

 

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)
(単位：千
円)

 宿泊事業
住宅等不
動産
開発事業

霊園事業
証券投資
事　　業

計
消去
又は全社

連結

　　売上高         

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

239,109163,823114,666 ― 517,599 ― 517,599

(2) セグメント間の内
部
　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 239,109163,823114,666 ― 　　517,599 ― 517,599

　　営業費用 287,50389,947155,601214,595747,647110,388858,035

営業利益
又は営業損失(△)

△48,39373,875△40,934△214,595△230,047(110,388)△340,436

 

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)
(単位：千
円)

 宿泊事業
住宅等不動産
開発事業

霊園事業
証券投資
事　　業

計
消去
又は全社

連結

　　売上高         

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

558,409111,716194,483 ― 864,608 ― 864,608

(2) セグメント間の内
部
　　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 558,409111,716194,483 ― 864,608 ― 864,608

　　営業費用 562,51256,745120,03524,046763,338305,3621,068,700

営業利益
又は営業損失(△)

△4,103 54,97174,448△24,046101,270(305,362)△204,092

(注) １　事業区分は内部管理上、採用している区分によっております。
２　各事業の主な内容
①　宿泊事業…………………　リゾートホテル、旅館の経営
②　住宅等不動産開発事業…　店舗及び駐車場の賃貸事業及び住宅等不動産開発事業
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③　霊園事業…………………　霊園の開発及び経営

④　証券投資事業……………　証券による運用
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は、当社での総務部門等管理部門に係る
費用であります。

　　　 ４　前連結会計年度より霊園事業を新設いたしました。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

(単位：千
円)

 日本 計 消去又は全社 連結

　　売上高     

　(1) 外部顧客に対する売上高 329,507 329,507 ― 329,507

　(2) セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

― ― ― ―

　　　　　　　計 329,507 329,507 ― 329,507

　　営業費用 280,742 280,742 121,445 402,187

　　営業利益又は営業損失(△) 48,764 48,764 (121,445)△72,680

 

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

(単位：千
円)

 日本 東南アジア 計 消去又は全社 連結

　　売上高      

　(1) 外部顧客に対する売上高 402,932 114,666517,599 ― 517,599

　(2) セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

― ― ― ― ―

　　　　　　　計 402,932 114,666517,599 ― 517,599

　　営業費用 592,045 155,601747,647110,388858,035

　　営業損失 189,112 40,934 230,047110,388340,436

 

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(単位：千
円)

 日本 東南アジア 計 消去又は全社 連結

　　売上高      

　(1) 外部顧客に対する売上高 670,125 194,483864,608 ― 864,608

　(2) セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

― ― ― ― ―

　　　　　　　計 670,125 194,483864,608 ― 864,608

　　営業費用 594,219 169,119763,338305,3621,068,700

　　営業利益又は営業損失(△) 75,906 25,363 101,269(305,362)△204,092

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

　　東南アジア……　マレーシア、フィリピン

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は、当社での総務部門等管理部門に係る

費用であります。
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【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 

 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高　　　　　　(千円) 114,666 114,666

Ⅱ　連結売上高　　　　　　(千円) 517,599 517,599

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合　　　　(％)

   22.2    22.2

 

前連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 

 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高　　　　　　(千円) 194,483 194,483

Ⅱ　連結売上高　　　　　　(千円) 864,608 864,608

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合　　　　(％)

　　22.4 　　22.4

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

３　前連結会計年度より霊園事業(マレーシア)を新設しております。
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(１株当たり情報)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 91円54銭１株当たり純資産額 101円58銭１株当たり純資産額 100円02銭

１株当たり中間純利益 1円06銭１株当たり中間純利益 2円79銭１株当たり当期純利益 9円42銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、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。

1株当たり中間純利益の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純利益

120,150千円

普通株式に係る中間純利益

120,150千円

普通株主に帰属しない金額の主要

な

内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数  

112,869千株

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、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。

1株当たり中間純利益の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純利益

527,731千円

普通株式に係る中間純利益

527,731千円

普通株主に帰属しない金額の主要

な

内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数  

189,354千株

　なお、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。

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

連結損益計算書上の当期純利益

1,424,436千円

普通株式に係る当期純利益

1,424,436千円

普通株主に帰属しない金額の主要

な

内訳

　該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数  

151,117千株

希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権の数
　新株予約権
　 ストックオプション

34,633個

　なお、これらの概要は、「新株予約

権等の状況」に記載のとおりです。

希薄化効果を有しないため潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権の数
　新株予約権
　 ストックオプション

4,469個

　なお、これらの概要は、「新株予約

権等の状況」に記載のとおりです。

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

新株予約権の数
　新株予約権
　 ストックオプション

10,889個

　なお、これらの概要は、「新株予約

権等の状況」に記載のとおりです。

(注)　株式併合について

前中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

当社は、平成19年６月１日付で普通株式３株に対し普通株式１株の割合で株式併合を行いました。前期首

に当該株式併合が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。

 

前々中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前々連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 73円30銭

１株当たり中間純損失 1円04銭

１株当たり純資産額 77円34銭

１株当たり当期純利益 2円74銭
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(重要な後発事象)

 

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

Ⅰ　マレーシア保証金入金について

1.　保証金入金の経緯

当社は、マレーシアの首都クア

ラルンプールに建設中だった

ショッピングセンターへの投資

を企図し。平成11年、同センター

への投資会社株式をヴィンテー

ジ・フェーム・インターナショ

ナル社より譲り受けましたが、そ

の後の建設の遅れ等を勘案して、

平成15年にこれを同社に返還い

たしました。

その際生じました、差額の補填

につき当社は譲渡時契約の価値

保証条項に基き、同社に請求を続

けておりましたが、このほど同社

より、差額全額の入金がありまし

た。

 

2.　入金の額及び入金期日

入金額　　27億円

入金期日　平成19年8月13日

 

Ⅱ　3物件購入について

1．取得の理由

当社は宿泊事業、住宅等不動産

開発企業及び証券投資事業を主

たる業務としておりますが、住宅

等不動産開発事業の拡大による

収益構造改善を目途とし手、東京

都心でマンションを所有する有

限会社3社を譲り受け、平成19年8

月15日経営権を取得いたしまし

た。

2．取得の方法

マンションを所有する有限会

社3社の持分を各保有者から譲り

受けたものです。

 

(1)　パレロワイヤル原宿有限会社

①名称

　パレロワイヤル原宿有限会社

②本店住所

東京都千代田区丸の内二丁目１

番１号

③代表者役職氏名

　取締役　村田和也

――――――
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

④設立年月日

平成12年6月14日

⑤資本金　　　 37,750千円

⑥大口出資社員

　Nippon Resources Limited

持分数　　　　 755口 

　持分保有比率　 100%

⑦事業の内容　   投資

⑧決算期　　　　 3月

⑨従業員数　　　 0人

⑩純資産　　　　 39,083千円

⑪総資産　　　 　1,799,255千円

⑫業績　　　　　 2006年3月期

売上高　　　107,424千円

営業利益　　 53,490千円

経常利益　　 39,517千円

当期純利益    1,625千円

⑬持分取得の相手先

会社名称 

Nippon Resources Limited

本店住所

c/o Offshore

Incorporations Ltd. P.O.

Box 957, Offshore

Incorporations Centre,

Road Town, Tortola,

British Virgin Islands

代表者　　　Cheng Kam Biu

設立年月日　平成12年4月12日

資本金　　　100US＄

事業内容　　投資

当社との関係

資本的関係、人的関係、取引

関係ともになし。

⑭取得金額　　　約23億円

⑮持分保有比率

取得前　0%、　取得後　100%

　

(2)　南麻布二十一有限会社

①名称

南麻布二十一有限会社

②本店住所

東京都千代田区丸の内二丁目１

番１号

③代表者役職氏名

取締役　村田和也

④設立年月日

平成12年12月5日
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

⑤資本金　21,000千円

⑥大口出資社員

Harbour Rich Trading Ltd.

持分数　　　　 420口 

持分保有比率　 100%

⑦事業の内容　   投資

⑧決算期　　　　 3月

⑨従業員数　　　 0人

⑩純資産　　　　 18,445千円

⑪総資産　　　 　835,247千円

⑫業績　　　　　 2006年3月期

売上高　　　 58,042千円

営業利益　　 27,763千円

経常利益　　 12,365千円

当期純利益      732千円

⑬持分取得の相手先

会社名称 

Harbour Rich Trading Ltd.

本店住所

c/o Offshore

Incorporations Ltd. P.O.

Box 957, Offshore

Incorporations Centre,

Road Town, Tortola,

British Virgin Islands.

代表者　　　Cheng Kam Biu

設立年月日　平成12年10月6日

資本金　　　100US＄

事業内容　　投資

当社との関係

資本的関係、人的関係、取引

関係ともになし。

⑭取得金額　　　約13億円

⑮持分保有比率

取得前　0%、　取得後　100%

 

(3)　サンテラス62有限会社

①名称

サンテラス62有限会社

②本店住所

東京都千代田区丸の内二丁目１

番１号

③代表者役職氏名

取締役　村田和也
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前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

④設立年月日

平成16年2月5日

⑤資本金　　　38,350千円

⑥大口出資社員

Capital City Group Ltd.

持分数　　　　 767口 

持分保有比率　 70%

     (当社保有比率　30%)

⑦事業の内容　   投資

⑧決算期　　　　 7月

⑨従業員数　　　 0人

⑩純資産　　　　 38,315千円

⑪総資産　　　 　2,071,252千円

⑫業績　　　　　 2006年7月期

　売上高　　　 129,129千円

　営業利益　　 66,509千円

　経常利益　　 40,816千円

　当期純利益    1,349千円

　持分取得の相手先

会社名称 

Capital City Group Ltd.

本店住所

c/o Offshore

Incorporations Ltd. 

P.O.Box 957, Offshore 

Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands.

代表者　　　Cheng Kam Biu

設立年月日　平成15年11月6日

資本金　　　100US＄

事業内容　　投資

当社との関係

資本的関係  当社が持分の

30%を保有、人的関係、取引

関係ともになし。

⑭取得金額　　　約26億円

⑮持分保有比率

　　取得前　30%、取得後　100%

  

 

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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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19年6月30日)

当中間会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※２  855,760  526,294  464,293 

２　売掛金   16,424  19,110  30,481 

３　有価証券   960,133  639,434  610,957 

４　たな卸資産   9,208   9,587   13,596 

５　その他 ※３  46,527  39,765  31,925 

　　貸倒引当金   △371   △150   △450  

流動資産合計   1,887,68211.9  1,234,0435.8  1,150,8055.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物  710,360   678,847   689,067   

(2) 土地  2,096,906   2,096,906   2,096,906   

(3) その他  88,679   80,710   83,849   

有形固定資産計   2,895,94718.2  2,856,46413.4  2,869,82213.8

２　無形固定資産   9,9010.1  9,8190.1  9,7600.1

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  9,955,260   312,110   305,942   

(2) 関係会社株式  464,450   16,024,072   16,081,934   

(3) 長期貸付金  669,063   321,232   334,365   

(4) 長期未収入金  ―   479,587   ―   

(5) その他  24,091   24,191   24,191   

　　貸倒引当金  △12,210   △10,495   △10,195   

投資その他の資
産計

  11,100,65569.8  17,150,69880.7  16,736,23880.6

固定資産合計   14,006,50388.1  20,016,98294.2  19,615,82194.5

資産合計   15,894,186100.0  21,251,025100.0  20,766,627100.0
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前中間会計期間末

(平成19年6月30日)

当中間会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   4,883   5,197   11,746 

２　短期借入金   126,185  345,216  56,554 

３　その他   381,738  334,869  154,201 

流動負債合計   512,8073.2  685,2833.2  222,5021.1

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   41,784  35,675  33,165 

２　退職給付引当金   1,949   2,162   2,053  

３　その他   48,520  46,114  47,317 

固定負債合計   92,2540.6  83,9520.4  82,5360.4

負債合計   605,0613.8  769,2353.6  305,0391.5

 (純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   8,985,29656.5  10,314,84848.6  10,314,84849.7

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  3,906,297   5,212,107   5,212,107   

(2) その他資本剰余
金

 1,827,054   1,826,952   1,826,985   

　　資本剰余金計   5,733,35136.1  7,039,05933.1  7,039,09233.9

３　利益剰余金           

　(1) その他利益剰余
金

          

　　　繰越利益剰余金   429,4692.7  3,086,89614.5  3,051,43114.7

４　自己株式   △9,400△0.1  △11,014△0.1  △10,402△0.1

株主資本合計   15,138,71795.2  20,429,78996.1  20,394,96998.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
　　評価差額金

  60,9050.4  52,0010.3  48,3420.2

Ⅲ　新株予約権   89,5020.6  ― ―  18,2760.1

純資産合計   15,289,12596.2  20,481,79096.4  20,461,58798.5

負債純資産合計   15,894,186100.0  21,251,025100.0  20,766,627100.0
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② 【中間損益計算書】

 

  
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   329,507100.0  260,531100.0  595,718100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  280,74285.2  510,275195.9  603,109101.2

売上総利益又は
売上総損失（△）

  48,76414.8  △249,743△95.9  △7,390△1.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  121,44236.9  110,38542.3  232,75339.1

営業損失   72,678△22.1  360,129△138.2  240,144△40.3

Ⅳ　営業外収益           

　１　受取利息  35,267   20,649   57,708   

  ２　受取配当金  121,627   52,933   279,038   

　３　為替差益  74,388   37,308   50,102   

　４　その他  105   171   218   

　　　営業外収益計   231,38870.2  111,06242.6  387,06665.0

Ⅴ　営業外費用           

　１　支払利息  19,673   1,185   25,024   

　２　株式交付費  22,119   483   82,604   

　３　その他  106   258   450   

　　　営業外費用計   41,89912.7  1,9260.7  108,07918.2

経常利益又は
経常損失(△)

  116,81135.4  △250,993△96.3  38,8426.5

Ⅵ　特別利益 ※２  2,8740.9  502,130192.7  2,704,810454.1

Ⅶ　特別損失 ※３  ―　 ―  24,8779.6  550 0.1

税引前中間(当期)
純利益

  119,68536.3  226,25986.8  2,743,102460.5

法人税、住民税
及び事業税

  1,4150.4  1,4350.5  2,8700.5

中間(当期)純利益   118,27035.9  224,82486.3  2,740,232460.0
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間 (自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

(単位：千

円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高 5,438,648 422,982 1,827,083 2,250,065

当中間会計期間中の変動額     

　新株の発行 3,546,648 3,483,315 ―　 3,483,315

中間純利益 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の処分 ―　 ―　 △28 △28

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

―　 ―　 ―　 ―　

当中間会計期間中の変動額合計 3,546,648 3,483,315 △28 3,483,286

平成19年6月30日残高 8,985,296 3,906,297 1,827,054 5,733,351

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高 311,199 311,199 △7,672 7,992,240

当中間会計期間中の変動額     

　新株の発行 ―　 ―　 ―　 7,029,963

中間純利益 118,270 118,270 ―　 118,270

自己株式の取得 ―　 ―　 △1,886 △1,886

自己株式の処分 ―　 ―　 158 130

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

―　 ―　 ―　  ―　

当中間会計期間中の変動額合計 118,270 118,270 △1,727 7,146,477

平成19年6月30日残高 429,469 429,469 △9,400 15,138,717

 

 
評価・換算差額等

新株予約権 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12月31日残高 40,998 40,998 ―　 8,033,238

当中間会計期間中の変動額     

　新株の発行 ―　 ―　 ―　 7,029,963

中間純利益 ―　 ―　 ―　 118,270

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 △1,886

自己株式の処分 ―　 ―　 ―　 130

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

19,907 19,907 89,502 109,409

当中間会計期間中の変動額合計 19,907 19,907 89,502 7,255,886
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平成19年6月30日残高 60,905 60,905 89,502 15,289,125
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当中間会計期間 (自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

(単位：千

円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高 10,314,848 5,212,107 1,826,985 7,039,092

当中間会計期間中の変動額     

　剰余金の配当 ―　 ―　 ―　 ―　

中間純利益 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の処分 ―　 ―　 △32 △32

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

―　 ―　 ―　 ―　

当中間会計期間中の変動額合計 ―　 ―　 △32 △32

平成20年6月30日残高 10,314,848 5,212,107 1,826,952 7,039,059

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高 3,051,431 3,051,431 △10,402 20,394,969

当中間会計期間中の変動額     

　剰余金の配当 △189,359 △189,359 ―　 △189,359

中間純利益 224,824 224,824 ―　 224,824

自己株式の取得 ―　 ―　 △685 △685

自己株式の処分 ―　 ―　 73 40

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

―　 ―　 ―　 ―　

当中間会計期間中の変動額合計 35,464 35,464 △611 34,820

平成20年6月30日残高 3,086,896 3,086,896 △11,014 20,429,789

 

 

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 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19年12月31日残高 48,342 48,342 18,276 20,461,587

当中間会計期間中の変動額     

　剰余金の配当 ―　 ―　 ―　 △189,359

中間純利益 ―　 ―　 ―　 224,824

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 △685

自己株式の処分 ―　 ―　 ―　 40

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額(純額)

3,658 3,658 △18,276 △14,617

当中間会計期間中の変動額合計 3,658 3,658 △18,276 20,202
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平成20年6月30日残高 52,001 52,001 0 20,481,790
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前事業年度 (自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(単位：千

円)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高 5,438,648 422,982 1,827,083 2,250,065

事業年度中の変動額     

　新株の発行 4,876,200 4,789,125 ―　 4,789,125

当期純利益 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 ―　

自己株式の処分 ―　 ―　 △97 △97

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 4,876,200 4,789,125 △97 4,789,027

平成19年12月31日残高 10,314,848 5,212,107 1,826,985 7,039,092

 

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高 311,199 311,199 △7,672 7,992,240

事業年度中の変動額     

　新株の発行 ―　 ―　 ―　 9,665,325

当期純利益 2,740,232 2,740,232 ―　 2,740,232

自己株式の取得 ―　 ―　 △3,093 △3,093

自己株式の処分 ―　 ―　 362 265

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 2,740,232 2,740,232 △2,730 12,402,729

平成19年12月31日残高 3,051,431 3,051,431 △10,402 20,394,969

 

 
評価・換算差額等

新株予約権 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12月31日残高 40,998 40,998 ―　 8,033,238

事業年度中の変動額     

　新株の発行 ―　 ―　 ―　 9,665,325

当期純利益 ―　 ―　 ―　 2,740,232

自己株式の取得 ―　 ―　 ―　 △3,093

自己株式の処分 ―　 ―　 ―　 265

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額(純額)

7,344 7,344 18,276 25,620

事業年度中の変動額合計 7,344 7,344 18,276 12,428,349
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平成19年12月31日残高 48,342 48,342 18,276 20,461,587
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

 

 
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

　売買目的有価証券

時価法(売却原価は移

動平均法により算定)

(1) 有価証券

　売買目的有価証券

同左

(1) 有価証券

　売買目的有価証券

同左

 子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原

価法

子会社株式及び関連会

社株式

同左

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

中間決算日の市場

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)

　その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　その他有価証券

　　時価のあるもの

期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により

算定)

 　　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

同左

 

　　時価のないもの

同左

 

 (2) たな卸資産

　　貯蔵品

先入先出法による

原価法

(2) たな卸資産

　　貯蔵品

同左

(2) たな卸資産

　　貯蔵品

同左

 (3) デリバティブ

　　時価法

(3) デリバティブ

　　時価法

(3) デリバティブ

　　時価法

２　固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

　a.　平成19年３月31日以

前取得は、旧定額法

　b.　平成19年４月１日以

後取得は、定額法

　(主な耐用年数は、建

物　17～45年)

(1) 有形固定資産

a.　　　同左

 

　b.　　　同左

(1) 有形固定資産

a.　　　同左

 

　b.　　　同左

 (2) 無形固定資産

　定額法(主な償却年数

は、自社利用のソフト

ウェア５年)

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３　重要な繰延資産の

処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として

処理する方法を採用して

おります。

株式交付費

同左

株式交付費

同左
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前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるため、

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

　従業員の賞与支給に備

えるため、成果に基づき

支給額のうち当中間会

計期間の負担すべき額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備

えるため、成果に基づき

支給額のうち当期の負

担すべき額を計上して

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、自己都合によ

る中間期末退職金要支

給額の100％を計上して

おります。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備

えるため、自己都合によ

る期末退職金要支給額

の100％を計上しており

ます。

５　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

６　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

　税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

 

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

①　受取利息、配当金

　　前中間会計期間まで受取利息・配当金にて表示して

おりましたが、当中間会計期間から受取利息と受取

配当金に区分掲記しております。前中間会計期間に

おける受取利息30,701千円、受取配当金47,033千円

であります。

②　当中間会計期間から営業外費用の内訳を区分表示

しております。

―――――――――

 

 

追加情報

 

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い)

　前事業年度の下期より「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19号）を

適用しております。従って前中間会

計期間まで営業外費用の内訳で新

株発行費としておりましたが、当中

間会計期間から営業外費用の内訳

で株式交付費として区分掲記して

おります。

――――――― 　　イダマン・ムルニ社は、住宅不動

産開発事業として、平成11年12月

に、ヴィンテージ・フェーム・イ

ンターナショナル社より平成14

年12月完成予定のショッピング

センター（マレーシア）を完工

ベースで取得する契約を締結し

ておりますが、完成されなかった

為、同社に対して補償を請求して

おりましたが平成19年8月に27億

円、差額全額の入金がありまし

た。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

 

前中間会計期間末
(平成19年6月30日)

当中間会計期間末
(平成20年6月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計

額

1,688,965千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,729,469千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

1,705,162千円

※２　担保資産

　関連会社の金融機関からの

借入に対し、担保に供してい

る資産は、次のとおりであり

ます。

現金及び預金(定期預金)

54,969千円

　２　関係会社保証債務

　　　金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,117,440千

円

南麻布二十一(合)　　　　 605,280

サンテラス62(合) 1,111,620

2,834,340千円

　２　関係会社保証債務

　　　金融機関からの借入金

パレロワイヤル原宿(合) 1,140,480千

円

南麻布二十一(合)　　　　 617,760

サンテラス62(合) 1,134,540

2,892,780千

円

※３　仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

のその他に含めて表示してお

ります。

※３　仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示しておりま

す。

―――――――

 

 

(中間損益計算書関係)

 

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　減価償却実施額

有形固定資産 26,627千円

無形固定資産 140

※１　減価償却実施額

有形固定資産 31,098千円

無形固定資産 151

※１　減価償却実施額

有形固定資産 53,282千円

無形固定資産 281

※２　特別利益

貸倒引当金戻入益 2,874千円

※２　特別利益

新株予約権戻入益 18,276千円

債権受贈益     483,854

※２　特別利益

　　　貸倒引当金戻入益    4,810千円

受取保証金 　2,700,000

※３　　――――――― ※３　特別損失

固定資産除却損の内訳

　工具器具備品　 　320千円

 

関係会社株式評価損 

24,556

※３　特別損失

固定資産除却損の内訳

　建物　　　　　　174千円

　　　　工具器具備品　　376
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(中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年6月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株) 211,169 58,339 178,374 91,134

（注）平成19年3月29日第69回定時株主総会において承認され3株を併せて1株にしました。

　　　(平成19年6月1日株式併合効力発生日)

（変動事由の概要）

　①　増加数の内訳は、次の通りであります。

　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　58,339株

　②　減少数の内訳は、次の通りであります。

　　単元未満株式の売渡しによる減少　　　　　　　4,500株

　　株式の併合による減少　　　　　　 　　　　　173,874株

　　

当中間会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年6月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 107,752 13,062 767 120,047

（変動事由の概要）

　①　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　②　減少数は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

 

前事業年度（自　平成19年1月1日　至　平成19年12月31日）

自己株式に関する事項

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） 70,390 40,929 3,567 107,752

（注）平成19年6月1日付で3株を1株とする株式併合を行っており、株式数は併合後のものであります。

（変動事由の概要）

　①　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　②　減少数は、単元未満株式の売渡しによるものであります。
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(リース取引関係)

 

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12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(借主側)

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(借主側)

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(借主側)

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

工具器具備品   

取得価額相当額 7,534千円

減価償却累計額
相当額

2,523 

中間期末残高
相当額

5,010 

(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。

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

工具器具備品   

取得価額相当額 11,110千円

減価償却累計額
相当額

4,979 

中間期末残高
相当額

6,130 

同左

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

工具器具備品   

取得価額相当額 7,534千円

減価償却累計額
相当額

3,602 

期末残高
相当額

3,931 

　なお、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

　１年内 2,157千円

　１年超 2,852 

　合計 5,010 

(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。

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

　１年内 2,330千円

　１年超 3,800 

　合計 6,130 

同左

②　未経過リース料期末残高相当額

 

　１年内 2,157千円

　１年超 1,774 

　合計 3,931 

　なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高の有形固定資産期末残

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

支払リース料 1,078千円

減価償却費相当額 1,078

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 1,376千円

減価償却費相当額 1,376

③　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 2,157千円

減価償却費相当額 2,157

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価の有するものはありません。

 

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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(重要な後発事象)

 

前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

Ⅰ　マレーシア保証金入金について
1.　保証金入金の経緯
当社は、マレーシアの首都クア
ラルンプールに建設中だった
ショッピングセンターへの投資
を企図し。平成11年、同センター
への投資会社株式をヴィンテー
ジ・フェーム・インターナショ
ナル社より譲り受けましたが、そ
の後の建設の遅れ等を勘案して、
平成15年にこれを同社に返還い
たしました。
その際生じました、差額の補填
につき当社は譲渡時契約の価値
保証条項に基き、同社に請求を続
けておりましたが、このほど同社
より、差額全額の入金がありまし
た。
 

2.　入金の額及び入金期日
入金額　　27億円
入金期日　平成19年8月13日
 

――――― ―――――

Ⅱ　3物件購入について
1．取得の理由
当社は宿泊事業、住宅等不動産
開発企業及び証券投資事業を主
たる業務としておりますが、住宅
等不動産開発事業の拡大による
収益構造改善を目的として、東京
都心でマンションを所有する有
限会社3社を譲り受け、平成19年8
月15日経営権を取得いたしまし
た。
2．取得の方法
マンションを所有する有限会

社3社の持分を各保有者から譲り
受けたものです。
 

(1)　パレロワイヤル原宿有限会社
①名称
　パレロワイヤル原宿有限会社
②本店住所
東京都千代田区丸の内二丁目１
番１号
③代表者役職氏名
　取締役　村田和也
④設立年月日
平成12年6月14日
⑤資本金　　　 37,750千円
⑥大口出資社員
　Nippon Resources Limited
持分数　　　　 755口 
持分保有比率　 100%

――――― ―――――
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前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

⑦事業の内容　   投資
⑧決算期　　　　 3月
⑨従業員数　　　 0人
⑩純資産　　　　 39,083千円
⑪総資産　　　 　1,799,255千円
⑫業績　　　　　 2006年3月期
売上高　　　107,424千円
営業利益　　 53,490千円
経常利益　　 39,517千円
当期純利益    1,625千円

⑬持分取得の相手先
会社名称 
Nippon Resources Limited
本店住所
c/o Offshore
Incorporations Ltd. P.O.
Box 957, Offshore
Incorporations Centre,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
代表者　　　Cheng Kam Biu
設立年月日　平成12年4月12日
資本金　　　100US＄
事業内容　　投資
当社との関係
資本的関係、人的関係、取引
関係ともになし。

⑭取得金額　　　約23億円
⑮持分保有比率
取得前　0%、　取得後　100%
　

(2)　南麻布二十一有限会社
①名称
南麻布二十一有限会社
②本店住所
東京都千代田区丸の内二丁目１
番１号
③代表者役職氏名
取締役　村田和也

④設立年月日
平成12年6月14日
⑤資本金　37,750千円
⑥大口出資社員
Harbour Rich Trading Ltd.
持分数　　　　 420口 
持分保有比率　 100%

⑦事業の内容　   投資
⑧決算期　　　　 3月
⑨従業員数　　　 0人
⑩純資産　　　　 18,445千円
⑪総資産　　　 　835,247千円
⑫業績　　　　　 2006年3月期
売上高　　　 58,042千円
営業利益　　 27,763千円
経常利益　　 12,365千円
当期純利益      732千円
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前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

⑬持分取得の相手先
会社名称 
Harbour Rich Trading Ltd.
本店住所
c/o Offshore
Incorporations Ltd. P.O.
Box 957, Offshore
Incorporations Centre,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands.
代表者　　　Cheng Kam Biu
設立年月日　平成12年10月6日
資本金　　　100US＄
事業内容　　投資
当社との関係
資本的関係、人的関係、取引
関係ともになし。

⑭取得金額　　　約13億円
⑮持分保有比率
取得前　0%、　取得後　100%

 
(3)　サンテラス62有限会社
①名称
サンテラス62有限会社
②本店住所
東京都千代田区丸の内二丁目１
番１号
③代表者役職氏名
取締役　村田和也

④設立年月日
平成16年2月5日
⑤資本金　　　38,350千円
⑥大口出資社員
Capital City Group Ltd.
持分数　　　　 767口 
持分保有比率　 70%
     (当社保有比率　30%)

⑦事業の内容　   投資
⑧決算期　　　　 7月
⑨従業員数　　　 0人
⑩純資産　　　　 38,315千円
⑪総資産　　　 　2,071,252千円
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前中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年6月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年6月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

⑫業績　　　　　 2006年7月期
　売上高　　　 129,129千円
　営業利益　　 66,509千円
　経常利益　　 40,816千円
　当期純利益    1,349千円
　持分取得の相手先
会社名称 
Capital City Group Ltd.
本店住所
c/o Offshore
Incorporations Ltd. 
P.O.Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands.
代表者　　　Cheng Kam Biu
設立年月日　平成15年11月6日
資本金　　　100US＄
事業内容　　投資
当社との関係
資本的関係  当社が持分の
30%を保有、人的関係、取引
関係ともになし。

⑭取得金額　　　約26億円
⑮持分保有比率
取得前　30%、取得後　100%
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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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、関東財務局長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70期（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　平成20年３月31日

 

（2）　 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第70期（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）　平成20年７月２日

 

（3）　臨時報告書（親会社の異動）

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書　　平成20年８月６日

 

EDINET提出書類

東海観光株式会社(E04538)

半期報告書

76/83



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。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成19年９月26日

東海観光株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　佐 佐 木　　敬　　昌　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　小　　泉　　　 　 明　　㊞

 

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

れている東海観光株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成19年１月１日から平成19年６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、中間連結株主資本等変動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、東海観光株式会社及び連結子会社の平成19年６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19年１月１日から平成19年６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

1.　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月13日にヴィンテージ・フェーム・インター

ナショナル社(マレーシア)より保証金27億円を回収した。

2.　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月15日にマンション管理会社３社の経営権を

取得した。

 

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
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(注)　上記は、独立監査人の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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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成20年９月26日

東海観光株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　佐 佐 木　　敬　　昌　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　園　　田　　光　　基　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている東海観光株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年

度の中間連結会計期間(平成20年１月１日から平成20年６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、中間連結株主資本等変動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、東海観光株式会社及び連結子会社の平成20年６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20年１月１日から平成20年６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、独立監査人の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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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成19年９月26日

東海観光株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　佐 佐 木　　敬　　昌　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　小　　泉　　　 　 明　　㊞

 

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

れている東海観光株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第70期事業年度の中間会

計期間(平成19年１月１日から平成19年６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、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動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、東海観光株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６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

1.　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月13日にヴィンテージ・フェーム・インター

ナショナル社(マレーシア)より保証金27億円を回収した。

2.　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年８月15日にマンション管理会社３社の経営権を

取得した。

 

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
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(注)　上記は、独立監査人の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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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成20年９月26日

東海観光株式会社

取締役会　御中

ＫＤＡ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　佐 佐 木　　敬　　昌　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　園　　田　　光　　基　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている東海観光株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第71期事業

年度の中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動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、東海観光株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６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、独立監査人の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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