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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 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は、第26期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載して

おりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．当社は、平成16年９月25日付で株式１株につき10株の分割を行っております。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） － － 12,809,634 26,315,823 27,914,145 

経常利益（千円） － － 1,382,410 3,588,169 3,971,029 

中間（当期）純利益（千円） － － 787,739 1,818,498 2,174,523 

純資産額（千円） － － 11,341,856 7,817,691 10,848,880 

総資産額（千円） － － 25,938,099 21,062,684 27,326,289 

１株当たり純資産額（円） － － 761.29 5,558.97 727.98 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
－ － 52.87 1,334.97 151.84 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － 43.7 37.1 39.7 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 1,142,441 △1,266,164 △749,105 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △87,385 △119,174 △83,986 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △1,314,547 996,947 2,474,284 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
－ － 5,311,367 3,929,666 5,570,859 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

271 

(126) 

217 

(153) 

241 

(137) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社は、第26期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。 

４．当社は、平成16年９月25日付で株式１株につき10株の分割を行っております。 

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） － － 12,109,820 25,144,379 26,318,425 

経常利益（千円） － － 1,414,180 3,412,979 3,528,914 

中間（当期）純利益（千円） － － 934,776 1,797,259 1,979,692 

資本金（千円） － － 1,217,870 856,620 1,217,870 

発行済株式総数（株） － － 14,898,250 1,404,825 14,898,250 

純資産額（千円） － － 11,128,302 7,651,931 10,488,289 

総資産額（千円） － － 23,367,117 18,834,636 24,630,977 

１株当たり純資産額（円） － － 746.95 5,440.98 703.77 

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円） 
－ － 62.74 1,319.31 138.21 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ － 10.00 65.00 20.00 

自己資本比率（％） － － 47.6 40.6 42.6 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（人） 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

233 

(125) 

179 

(153) 

210 

(136) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な

関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

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

おります。 

２．従業員数が前連結会計年度末に比し、30名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用に

よるものであります。 

(2）提出会社の状況 

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

ます。 

２．従業員数が前期末に比し、23名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う定期及び期中採用によるもので

あります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産販売事業 247（126） 

不動産賃貸・建物管理事業 24（ －） 

合計 271（126） 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 233（125） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向など不安定な要素はあるものの、好調な企業収益を

反映して設備投資は増加し、個人消費も緩やかに回復、雇用情勢にも改善がみられるなど、全体としては緩やかな

回復基調を維持する状況で推移しました。 

 マンション業界におきましては、不動産価格の底入れ感や低金利を背景に堅調な販売状況が続いているものの、

首都圏におけるマンション大量供給による過剰感から、立地、商品企画、価格等に対する消費者の選別傾向は一層

強まり、販売競争はますます激化しております。 

 当社グループの主要事業領域である首都圏におけるワンルームマンション市場は、低金利と都心回帰に加え、年

金対策として資産運用目的での需要層が拡大し、販売面におきましては好調さを持続しております。一方、不動産

流動化市場の拡大を背景に土地取得競争は激化を強め、土地仕入れ価格が上昇し、仕入面では厳しさを増しており

ます。 

 このような経営環境の中、当社グループは、供給地域を都心部の「住みたい街」に特化し、「安定収入」「効率

管理」を求める購入者と「利便性」「快適性」を求める入居者双方のニーズに応えることを追求し続け、自社ブラ

ンド「ガーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、ブランド力の強化を図ってまいりました。また、業容の

拡大を支えるため、営業体制の強化や、業務効率の向上などの諸施策を実施してまいりました。こうした取り組み

により、当中間連結会計期間はガラ・グランディ西新宿（総戸数121戸）、ガーラ・ヒルズ目黒東山（総戸数56

戸）などを中心に560戸を販売することができました。 

 こうした結果、当中間連結会計期間の売上高は128億９百万円、営業利益は14億56百万円、経常利益は13億82百

万円、中間純利益は７億87百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（不動産販売事業） 

 自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開した結果、ワンルームマンション売上高115億

25百万円（557戸）、ファミリーマンション売上高94百万円（３戸）、その他収入６億23百万円となり、不動産販

売事業の合計売上高は122億44百万円、営業利益は12億３百万円となりました。 

（不動産賃貸・建物管理事業） 

 賃貸物件及び管理物件の増加等により、売上高は５億65百万円、営業利益は２億53百万円となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ２億59百万円減少し、53

億11百万円となりました。 

 当中間連結会計期間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ありま

す。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は11億42百万円となりました。資金の主な増加は、事業が順調に推移し、税金等

調整前中間純利益を13億73百万円計上したこと、および、プロジェクトの完成、引渡しによりたな卸資産が４億15

百万円、前渡金が６億68百万円とそれぞれ減少したこと等によるものであり、資金の主な減少は、法人税等の支払

額12億21百万円等によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は87百万円となりました。資金の主な減少は、無形固定資産の取得等によるもの

であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、減少した資金は13億14百万円となりました。資金の主な減少は、プロジェクトの完成に伴う社

債の償還による支出11億円等によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）契約実績 

 当中間連結会計期間における不動産販売事業の契約実績は次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の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。 

（注）上記金額には、消費税等は含んでおりません。 

３【対処すべき課題】 

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

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

区分 

当中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

戸数 
（戸） 

金額 
（千円） 

  

前年同期比 
(％) 

前年同期比 
(％) 

ワンルームマンション 587 - 12,051,868 - 

ファミリーマンション 4 - 132,384 - 

その他不動産 - - 82,000 - 

合計 591 - 12,266,252 - 

事業の種類別
セグメントの
名称 

区分 

当中間連結会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

戸数 
（戸） 

  
金額 
（千円） 

  

前年同期比 
(％) 

前年同期比 
(％) 

不動産販売事

業 

ワンルーム

マンション 
557 - 11,525,898 - 

ファミリー

マンション 
3 - 94,652 - 

その他 - - 623,770 - 

小計 560 - 12,244,321 - 

不動産賃貸・

建物管理事業 
- - - 565,313 - 

合計 - - - 12,809,634 - 



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ける、主要な設備の取得は以下のとおりであります。 

 （注）帳簿価額のうち「その他」は、「ソフトウェア」であります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 建物及び 

構築物 
土地 

（面積㎡）
借地権 
(面積㎡) 

その他 合計 

 ㈱エフ・ジェ

ー・ネクスト 

本社 

（東京都新宿

区） 

不動産販売事

業  

営業支援シス

テム（ソフト

ウェア）  

－ － － 57,773 57,773 － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

 （注）前事業年度末現在主要株主であったエフ・ジェー社員持株会は、当中間会計期間末では主要株主ではなくなりま

した。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 36,861,000 

計 36,861,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月20日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 14,898,250 14,898,250 ジャスダック証券取引所 － 

計 14,898,250 14,898,250 － － 

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
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年４月１日～

平成17年９月30日  
－ 14,898,250 － 1,217,870 － 1,704,701 

  平成17年９月30日現在

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（％） 

肥田 幸春 東京都渋谷区松濤一丁目７番２号 7,021,200 47.12 

株式会社松濤投資倶楽部 東京都渋谷区松濤一丁目７番２号 2,400,000 16.10 

エフ・ジェー社員持株会  東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 628,890 4.22 

肥田 真代  東京都渋谷区松濤一丁目７番２号 483,120 3.24 

株式会社エム・エム・ヨーク 東京都渋谷区松濤一丁目７番２号 460,000 3.08 

肥田 葉子  東京都渋谷区松濤一丁目７番２号 324,000 2.17 

大島 洋二  埼玉県さいたま市南区白幡四丁目21番24号 254,840 1.71 

肥田 八重子  静岡県伊東市八幡野1189番地の34 252,400 1.69 

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 株式会社東京

三菱銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET  
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
  
  

（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

  

252,200 1.69 

佐藤 いくゑ 東京都目黒区下目黒六丁目16番13-602号  242,000 1.62 

計 － 12,318,650 82.68 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,898,100 148,981 － 

単元未満株式 普通株式     150 － － 

発行済株式総数 14,898,250 － － 

総株主の議決権 － 148,981 － 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,350 1,545 1,478 1,410 1,349 1,544 

最低（円） 1,192 1,220 1,290 1,299 1,222 1,280 



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。 

(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。 

(3）当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行っておりません。 

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、当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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     5,644,343 5,917,297

２．販売用不動産     1,175,073 1,068,436

３．仕掛販売用不動
産 

※１   17,097,566 17,619,510

４．前渡金     166,181 834,591

５．繰延税金資産     162,506 212,997

６．その他     177,429 185,074

貸倒引当金     △710 △736

流動資産合計     24,422,390 94.2 25,837,169 94.6

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物及び構築
物 

※１ 211,755   211,352

減価償却累計
額 

  84,705 127,050 77,757 133,594

(2）土地 ※１   123,857 139,848

(3）その他   163,474   131,508

減価償却累計
額 

  75,102 88,372 59,478 72,029

有形固定資産合
計 

    339,280 1.3 345,472 1.2

２．無形固定資産     80,395 0.3 23,900 0.1

３．投資その他の資
産 

      

(1）投資有価証券     66,090 53,017

(2）繰延税金資産     454,906 463,074

(3）その他     591,210 623,462

貸倒引当金     △16,174 △19,806

投資その他の資
産合計 

    1,096,033 4.2 1,119,747 4.1

固定資産合計     1,515,709 5.8 1,489,119 5.4

資産合計     25,938,099 100.0 27,326,289 100.0 

         

 



    
当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

    1,016,216 1,092,822

２．一年以内償還予定
社債 

    1,000,000 1,100,000

３．短期借入金 ※１   660,000 340,000

４．一年以内返済予定
長期借入金 

※１   2,938,000 3,225,000

５．未払金     161,095 317,871

６．未払法人税等     492,901 1,188,596

７．預り金     840,505 808,655

８．賞与引当金     116,836 111,730

９．その他     212,316 255,045

流動負債合計     7,437,872 28.7 8,439,721 30.9

Ⅱ 固定負債       

１．社債     1,500,000 2,500,000

２．長期借入金 ※１   3,230,000 3,180,000

３．退職給付引当金     104,814 99,182

４．役員退職慰労引当
金 

    886,700 862,200

５．預り敷金保証金     1,406,770 1,345,587

６．長期預り金     30,086 50,719

固定負債合計     7,158,371 27.6 8,037,688 29.4

負債合計     14,596,243 56.3 16,477,409 60.3

        

（少数株主持分）       

少数株主持分     － － － －

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     1,217,870 4.7 1,217,870 4.5

Ⅱ 資本剰余金     1,704,701 6.6 1,704,701 6.2

Ⅲ 利益剰余金     8,404,203 32.4 7,917,729 29.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    15,080 0.0 8,579 0.0

資本合計     11,341,856 43.7 10,848,880 39.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    25,938,099 100.0 27,326,289 100.0 

         



②【中間連結損益計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     12,809,634 100.0 27,914,145 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,791,479 68.6 18,767,251 67.2

売上総利益     4,018,154 31.4 9,146,893 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

      

１．広告宣伝費   342,236   786,627

２．給料手当及び賞
与 

  797,550   1,619,181

３．賞与引当金繰入
額 

  116,836   111,730

４．退職給付費用   15,108   28,555

５．役員退職慰労引
当金繰入額 

  24,500   44,900

６．その他   1,265,331 2,561,562 20.0 2,342,572 4,933,566 17.7

営業利益     1,456,591 11.4 4,213,327 15.1

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   2,322   5,114

２．受取配当金   228   331

３．違約金収入   500   11,715

４．その他   10,168 13,218 0.1 5,020 22,181 0.1

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   77,026   154,696

２．社債発行費   －   39,115

３．その他   10,373 87,399 0.7 70,668 264,479 0.9

経常利益     1,382,410 10.8 3,971,029 14.2

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 ※１ －   83

２．保険返戻金   7,199 7,199 0.0 856 940 0.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※２ －   3,222

２．減損損失 ※３ 16,236   －

３．会員権評価損   － 16,236 0.1 1,562 4,785 0.0

税金等調整前中
間（当期）純利
益 

    1,373,373 10.7 3,967,184 14.2

法人税、住民税
及び事業税 

  531,436   1,781,496

法人税等調整額   54,198 585,634 4.6 11,164 1,792,660 6.4

中間（当期）純
利益 

    787,739 6.1 2,174,523 7.8

         



③【中間連結剰余金計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     1,704,701 1,112,251

Ⅱ 資本剰余金増加高     

増資による新株の発
行 

  － － 592,450 592,450

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,704,701 1,704,701

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     7,917,729 5,842,818

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  中間（当期）純利益   787,739 787,739 2,174,523 2,174,523

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   297,965 91,313

２．役員賞与   3,300 301,265 8,300 99,613

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    8,404,203 7,917,729

      



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

区分 
注記
番号

金額（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 

  1,373,373 3,967,184

減価償却費   29,249 34,461

減損損失   16,236 －

貸倒引当金の増減額   △3,657 769

賞与引当金の増減額   5,106 3,149

退職給付引当金の増
減額 

  5,632 17,508

役員退職慰労引当金
の増減額 

  24,500 44,900

受取利息及び配当金   △2,550 △5,445

支払利息   77,026 154,696

固定資産売却益   － △83

固定資産除却損   － 3,222

会員権評価損   － 1,562

売上債権の増減額   3,431 △613

たな卸資産の増減額   415,822 △4,022,433

仕入債務の増減額   △76,605 1,033,962

前渡金の増減額   668,409 △576,871

前受金の増減額   11,091 △134,162

預り敷金保証金の増
減額 

  61,183 164,960

未払消費税等の増減
額 

  △74,240 118,582

役員賞与の支払額   △3,300 △8,300

その他   △104,344 192,498

小計   2,426,364 989,549

利息及び配当金の受
取額 

  2,684 5,492

利息の支払額   △65,112 △160,178

法人税等の支払額   △1,221,495 △1,583,968

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  1,142,441 △749,105

 



    
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

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

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △43,625 △54,475

有形固定資産の売却
による収入 

  － 300

無形固定資産の取得
による支出 

  △70,686 △8,064

投資有価証券の取得
による支出 

  △2,111 △4,073

定期預金等の増減額   11,961 △5,067

その他   17,076 △12,605

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △87,385 △83,986

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 

  320,000 340,000

長期借入れによる収
入 

  1,550,000 3,468,000

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,787,000 △4,536,776

社債の発行による収
入 

  － 2,460,885

社債の償還による支
出 

  △1,100,000 △100,000

株式の発行による収
入 

  － 933,490

配当金の支払額   △297,547 △91,313

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,314,547 2,474,284

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額 

  △259,491 1,641,193

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  5,570,859 3,929,666

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  5,311,367 5,570,859

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

㈱エフ・ジェー不動産販売 

㈱エフ・ジェー・コミュニティ 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 すべての連結子会社の事業年度

末日は、連結決算日と一致してお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

(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 

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) 

 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 

 ② デリバティブ 

時価法 

 ただし、特例処理の要件

を満たしている金利スワッ

プについては、特例処理を

採用しております。 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売

用不動産 

個別法による原価法 

③ たな卸資産 

販売用不動産及び仕掛販売

用不動産 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附

属設備を除く)について

は、定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物 13～44年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 ただし、ソフトウェア

（自社利用）については、

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

 (3）重要な繰延資産の処理方法 

――――― 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

① 新株発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

  ② 社債発行費 

 支出時に全額費用処理し

ております。 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）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

収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しておりま

す。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当

中間連結会計期間の負担額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当

連結会計年度負担額を計上

しております。 

 ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

に基づき、当中間連結会計

期間末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の額

に基づき、当連結会計年度

末において発生していると

認められる額を計上してお

ります。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の将来

の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく中

間期末要支給額を計上して

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の将来

の支出に備えるため、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。 

 (5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。また、金利スワ

ップについて特例処理の要

件を満たしている場合に

は、特例処理を採用してお

ります。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

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 借入金の支払

利息 

② へッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利の変動によ

るリスクを回避する目的

で、金利スワップを行って

おります。ヘッジ対象の識

別は個別契約ごとに行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象及びヘッジ手

段について、ヘッジ取引の

事前、事後に個別取引毎に

ヘッジ効果を検証している

が、契約内容等によりヘッ

ジに高い有効性が認められ

る場合は有効性の判断を省

略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理方法

は、税抜方式によっており

ます。また、控除対象外消

費税等については、当中間

連結会計期間の費用として

おります。 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理方法

は、税抜方式によっており

ます。また、控除対象外消

費税等については、当連結

会計年度の費用としており

ます。 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準） ───── 

  当中間連結会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。これ

により税金等調整前中間純利益は

16,236千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。 

※１ 担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。 

ア．担保に供している資産 ア．担保に供している資産 

 仕掛販売用不動産 13,286,943千円 

 建物及び構築物 16,424  

  土地 24,858  

  合計 13,328,226  

 仕掛販売用不動産 12,116,540千円 

 建物及び構築物 17,260  

 土地 25,009  

  合計 12,158,809  

イ．担保資産に対応する債務 イ．担保資産に対応する債務 

 短期借入金 660,000千円 

 一年以内返済予定

長期借入金 
2,938,000  

 長期借入金 3,230,000  

  合計 6,828,000  

 短期借入金 340,000千円 

 一年以内返済予定

長期借入金 
3,225,000  

 長期借入金 3,180,000  

  合計 6,745,000  

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 

────── 

※１ 固定資産売却益の内訳 

  車両運搬具 83千円 

※２  

────── 

※２ 固定資産除却損の内訳 

  構築物 3,222千円 

※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産について減損損失を

計上しました。  

 当社グループは、資産を用途により事

業用資産及び賃貸用資産に分類しており

ます。事業用資産は各社に属する支社・

支店等の独立した会計単位、賃貸用資産

は物件単位にグルーピングし、減損損失

の検討を行いました。 

 その結果、近年の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

（16,236千円）として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物245千円及び

土地15,990千円であります。なお、当資

産の回収可能価額は、使用価値により測

定しており、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。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

神奈川県

川崎市 

賃貸用資

産  
土地  15,840 

東京都練

馬区 

賃貸用資

産 

土地及び

建物 
396 

※３  

────── 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（デリバティブ取引関係） 

 当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 

至平成17年３月31日） 

 金利スワップ取引を契約しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額

等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,644,343千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△332,975千円

現金及び現金同等物 5,311,367千円

現金及び預金勘定 5,917,297千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金 
△346,437千円

現金及び現金同等物 5,570,859千円

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース取引は企業の事業内容に照らして重

要性の乏しいリース取引で、かつ、リース１

件当たりの金額が少額なリース取引でありま

すので、記載を省略しております。 

 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 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 19,964 45,289 25,324 

(2）債券 － － － 

(3）その他 20,698 20,801 102 

合計 40,663 66,090 25,427 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 17,949 32,187 14,238 

(2）債券 － － － 

(3）その他 20,603 20,829 226 

合計 38,552 53,017 14,465 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売事業…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、不動産の建物管理 

２．すべての営業費用は各セグメントに配分されているため、配分不能営業費用はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日

至平成17年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日

至平成17年３月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
不動産販売事
業（千円） 

不動産賃貸・
建物管理事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 12,244,321 565,313 12,809,634 － 12,809,634 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 69,687 69,687 (69,687) － 

計 12,244,321 635,000 12,879,321 (69,687) 12,809,634 

営業費用 11,041,196 381,533 11,422,730 (69,687) 11,353,042 

営業利益 1,203,124 253,467 1,456,591 － 1,456,591 

  
不動産販売事
業（千円） 

不動産賃貸・
建物管理事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

  売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 26,849,461 1,064,684 27,914,145 － 27,914,145 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 127,007 127,007 (127,007) － 

計 26,849,461 1,191,691 28,041,152 (127,007) 27,914,145 

営業費用 23,085,832 748,832 23,834,664 (133,847) 23,700,817 

営業利益 3,763,628 442,859 4,206,487 6,840 4,213,327 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 761.29円

１株当たり中間純利益

金額 
52.87円

 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、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 当社は、平成16年９月25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。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

 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、潜在株

式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 727.98円

１株当たり当期純利益

金額 
151.84円

１株当たり純資産額 555.89円

１株当たり当期純利益

金額 
133.49円

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

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 787,739 2,174,523 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 3,300 

（うち利益処分による役員賞与

額） 
(－) (3,300) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
787,739 2,171,223 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,898,250 14,299,757 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 平成17年11月１日付で、資金調達

の機動性及び安定性を高めることを

目的に、取引銀行５行との間でコミ

ットメントライン契約を締結してお

ります。 

① 契約内容 

  コミットメントライン設定契約 

② 契約極度金額 3,200,000千円  

③ 契約期間 

平成17年11月１日より平成18年

10月31日まで  

④ アレンジャー兼エージェント 

株式会社みずほ銀行 

⑤ 契約締結先銀行 

  株式会社みずほ銀行 

  株式会社りそな銀行 

  株式会社北陸銀行 

  株式会社八千代銀行 

  株式会社東日本銀行 

――――― 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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     2,641,966 2,359,202

２．販売用不動産     865,784 1,026,890

３．仕掛販売用不動産 ※２   16,874,235 17,552,023

４．前渡金     152,372 829,591

５．繰延税金資産     139,350 185,276

６．その他の流動資産     137,996 158,199

貸倒引当金     △581 △589

流動資産合計     20,811,124 89.1 22,110,593 89.8

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

  203,591 0.9 206,984 0.8

２．無形固定資産     72,726 0.3 18,562 0.1

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券     66,090 53,017

(2）関係会社株式     1,263,749 1,263,749

(3）繰延税金資産     444,673 451,050

(4）その他の投資     520,006 544,693

貸倒引当金     △14,844 △17,672

投資その他の資産
合計 

    2,279,676 9.7 2,294,837 9.3

固定資産合計     2,555,993 10.9 2,520,384 10.2

資産合計     23,367,117 100.0 24,630,977 100.0 

        

 



    
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形     960,120 1,036,264

２．買掛金     8,976 14,450

３．一年以内償還予
定社債 

    1,000,000 1,100,000

４．短期借入金 ※２   660,000 340,000

５．一年以内返済予
定長期借入金 

※２   2,938,000 3,225,000

６．未払金     155,481 315,192

７．未払法人税等     383,291 1,015,867

８．賞与引当金     102,112 99,742

９．その他の流動負
債 

    298,263 326,066

流動負債合計     6,506,245 27.9 7,472,584 30.3

Ⅱ 固定負債       

１．社債     1,500,000 2,500,000

２．長期借入金 ※２   3,230,000 3,180,000

３．退職給付引当金     87,488 82,588

４．役員退職慰労引
当金 

    885,200 861,300

５．預り敷金保証金     7,688 7,719

６．長期預り金     22,193 38,497

固定負債合計     5,732,570 24.5 6,670,104 27.1

負債合計     12,238,815 52.4 14,142,688 57.4

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     1,217,870 5.2 1,217,870 4.9

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   1,704,701   1,704,701

資本剰余金合計     1,704,701 7.3 1,704,701 7.0

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   27,582   27,582

２．任意積立金   6,800,000   5,300,000

３．中間（当期）未
処分利益 

  1,363,067   2,229,555

利益剰余金合計     8,190,649 35.1 7,557,138 30.7

Ⅳ その他有価証券評
価差額金 

    15,080 0.0 8,579 0.0

資本合計     11,128,302 47.6 10,488,289 42.6

負債・資本合計     23,367,117 100.0 24,630,977 100.0 

         



②【中間損益計算書】 

    
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     12,109,820 100.0 26,318,425 100.0 

Ⅱ 売上原価     8,572,807 70.8 18,110,285 68.8

売上総利益     3,537,013 29.2 8,208,140 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    2,321,028 19.2 4,617,660 17.6

営業利益     1,215,984 10.0 3,590,480 13.6

Ⅳ 営業外収益 ※１   283,870 2.4 201,048 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   85,674 0.7 262,614 1.0

経常利益     1,414,180 11.7 3,528,914 13.4

Ⅵ 特別利益 ※３   6,488 0.0 772 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

  16,236 0.1 4,785 0.0

税引前中間（当
期）純利益 

    1,404,432 11.6 3,524,901 13.4

法人税、住民税
及び事業税 

  421,814   1,536,666

法人税等調整額   47,842 469,656 3.9 8,542 1,545,208 5.9

中間（当期）純
利益 

    934,776 7.7 1,979,692 7.5

前期繰越利益     428,290 249,863

中間（当期）未
処分利益 

    1,363,067 2,229,555

         



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

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) 

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) 

 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 

 (2）デリバティブ 

時価法 

 ただし、特例処理の要件を

満たしている金利スワップに

ついては、特例処理を採用し

ております。 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

販売用不動産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

販売用不動産 

同左 

 仕掛販売用不動産 

個別法による原価法 

仕掛販売用不動産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、定額

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 建物 33～44年 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 ただし、ソフトウェア（自

社利用）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用してお

ります。 

(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 

 支出時に全額費用処理して

おります。 

  (2）社債発行費 

 支出時に全額費用処理して

おります。 

４．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 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上してお

ります。 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当期負担

額を計上しております。 

 



項目 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末にお

ける退職給付債務の額に基づ

き、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給

付債務の額に基づき、当期末

において発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の将来の

支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の将来の

支出に備えるため、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。 

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 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によってお

ります。また、金利スワップ

について特例処理の要件を満

たしている場合には、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：借入金の支払

利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

 借入金の金利の変動による

リスクを回避する目的で、金

利スワップを行っておりま

す。ヘッジ対象の識別は個別

契約ごとに行っております。 

(3)ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象及びヘッジ手段

について、ヘッジ取引の事

前、事後に個別取引毎にヘッ

ジ効果を検証しているが、契

約内容等によりヘッジに高い

有効性が認められる場合は有

効性の判断を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理方法は、税

抜方式によっております。また、

控除対象外消費税等については、

当中間会計期間の費用としており

ます。 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理方法は、税

抜方式によっております。また、

控除対象外消費税等については、

当事業年度の費用としておりま

す。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

  当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

り税引前中間純利益は16,236千円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  140,636千円   121,096千円 

※２ 担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産と担保付債務は

次のとおりであります。 

ア．担保に供している資産 ア．担保に供している資産 

 仕掛販売用不動産 13,286,943千円 

 建物 16,424  

 土地 24,858  

  合計 13,328,226  

 仕掛販売用不動産 12,116,540千円 

 建物 17,260  

 土地 25,009  

  合計 12,158,809  

イ．担保資産に対応する債務 イ．担保資産に対応する債務 

 短期借入金 660,000千円 

 一年以内返済予定

長期借入金 
2,938,000

  

 長期借入金 3,230,000  

  合計 6,828,000  

 短期借入金 340,000千円 

 一年以内返済予定

長期借入金 
3,225,000

  

 長期借入金 3,180,000  

  合計 6,745,000  



（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,510千円 

受取配当金 260,226  

経営指導料 13,080  

受取利息 3,395千円 

受取配当金 150,330  

経営指導料 33,600  

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 70,623千円 

社債利息 6,402  

支払利息 146,545千円 

社債利息 8,150  

社債発行費 39,115  

株式公開費用 30,404  

※３ 特別利益の主要項目 ※３ 

保険返戻金 6,488千円 ────── 

※４ 特別損失の主要項目 ※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 16,236千円 固定資産除却損 3,222千円 

※５ 減損損失  

 当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上しまし

た。  

 当社は、資産を用途により事業用資産

及び賃貸用資産に分類しております。事

業用資産は支社・支店等の独立した会計

単位、賃貸用資産は物件単位にグルーピ

ングし、減損損失の検討を行いました。 

 その結果、近年の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

（16,236千円）として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物245千円及び

土地15,990千円であります。なお、当資

産の回収可能価額は、使用価値により測

定しており、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。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

神奈川県

川崎市 

賃貸用資

産 
土地  15,840 

東京都練

馬区 

賃貸用資

産 

土地及び

建物 
396 

※５  

────── 

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 26,330千円 

無形固定資産 6,499  

有形固定資産 28,047千円 

無形固定資産 160  



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

  当中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17

年３月31日）のいずれにおいても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。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース取引は企業の事業内容に照らして重

要性の乏しいリース取引で、かつ、リース１

件当たりの金額が少額なリース取引でありま

すので、記載を省略しております。 

 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 

同左 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 746.95円

１株当たり中間純利益

金額 
62.74円

１株当たり純資産額 703.77円

１株当たり当期純利益

金額 
138.21円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 当社は、平成16年９月25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。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。 

 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、潜在株

式がないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 544.09円

１株当たり当期純利益

金額 
131.93円

  
当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 934,776 1,979,692 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 3,300 

（うち利益処分による役員賞与

額） 
(－) (3,300) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
934,776 1,976,392 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,898,250 14,299,757 



（重要な後発事象） 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 平成17年11月１日付で、資金調達

の機動性及び安定性を高めることを

目的に、取引銀行５行との間でコミ

ットメントライン契約を締結してお

ります。 

① 契約内容 

  コミットメントライン設定契約 

② 契約極度金額 3,200,000千円  

③ 契約期間 

平成17年11月１日より平成18年

10月31日まで  

④ アレンジャー兼エージェント 

株式会社みずほ銀行 

⑤ 契約締結先銀行 

  株式会社みずほ銀行 

  株式会社りそな銀行 

  株式会社北陸銀行 

  株式会社八千代銀行 

  株式会社東日本銀行 

――――― 



(2）【その他】 

平成17年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額…………………148,982千円 

（ロ）１株当たりの金額………………………………10円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成17年12月９日 

（注）平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 



第６【提出会社の参考情報】 

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

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第25期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出 

(2）臨時報告書 

平成17年７月20日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項及び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。 

(3）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成17年６月28日 至 平成17年６月30日）平成17年７月６日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）平成17年８月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）平成17年９月１日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）平成17年10月３日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）平成17年11月１日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月２日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年12月22日 

株式会社エフ・ジェー・ネクスト  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 清水 至   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡村 俊克  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 伊藤 栄司  印 

 

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

社エフ・ジェー・ネクストの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

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

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

る。 

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

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

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

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

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

準に準拠して、株式会社エフ・ジェー・ネクスト及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

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

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 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、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（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年12月22日 

株式会社エフ・ジェー・ネクスト  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 清水 至   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 岡村 俊克  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 伊藤 栄司  印 

 

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

社エフ・ジェー・ネクストの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中

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

する意見を表明することにある。 

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

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

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

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

合理的な基礎を得たと判断している。 

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

して、株式会社エフ・ジェー・ネクストの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

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

 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、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（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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