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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 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第67期及び第69期中間連結会計期間並びに第68期については、１株当た

り中間(当期)純損失が計上されているため、又、第68期中間連結会計期間並びに第67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。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (千円) 345,931 344,936 225,057 749,138 682,164

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △145,888 33,224 △104,575 △61,860 366,220

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △101,972 122,775 △106,016 109,791 △1,939,502

純資産額 (千円) 8,709,494 8,916,179 7,585,713 8,763,560 7,438,247

総資産額 (千円) 10,371,848 9,758,821 8,184,288 9,976,878 8,120,255

１株当たり純資産額 (円) 29.89 30.60 24.43 30.07 24.61

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) △0.34 0.42 △0.34 0.37 △6.63

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 (％) 84.0 91.3 91.6 87.8 91.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △101,292 9,129 △1,069,106 △213,842 733,331

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △63,852 301,173 △131,775 △365,879 80,192

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 132,270 △202,013 378,158 △201,301 511,031

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 1,451,554 812,809 1,198,321 702,778 2,019,672

従業員数(外、平均 
臨時雇用者数) 

(名) 
113 
(26)

142
(24)

33
(25)

113 
(26)

34
(16)



(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 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第69期中間会計期間並びに第68期については、１株当たり中間(当期)純

損失が計上されているため、又、第67期及び第68期中間会計期間並びに第67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。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

回次 第67期中 第68期中 第69期中 第67期 第68期 

会計期間 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日 

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日 

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日 

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日 

売上高 (千円) 285,308 256,425 225,057 600,659 593,653

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △23,372 65,178 △66,279 85,363 341,222

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) 1,624 159,004 △67,720 249,474 △2,156,465

資本金 (千円) 5,000,000 5,000,000 5,438,648 5,000,000 5,299,208

発行済株式総数 (株) 291,512,060 291,512,060 307,178,060 291,512,060 302,198,060

純資産額 (千円) 8,770,055 9,157,384 7,724,208 9,013,474 7,442,270

総資産額 (千円) 9,897,485 9,425,177 8,322,783 9,640,011 8,124,278

１株当たり純資産額 (円) 30.08 31.43 24.88 30.93 24.62

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) 0.01 0.54 △0.22 0.85 △7.37

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 88.6 97.1 91.7 93.5 91.6

従業員数(外、平均 
臨時雇用者数) 

(名) 
34 
(26)

36
(19)

33
(25)

34 
(26)

34
(16)



２ 【事業の内容】 

近年、売上高に対する比率が経常的に増加し、定款の事業目的にも、「有価証券の保有および運用ならびに投資」

が挙げられていること等を勘案し、「証券投資事業」として独立のセグメントと致しました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、連結子会社の異動はありません。持分法適用関連会社については、青葉台シックス

有限会社及びアリア神宮前有限会社の２社につき、設立当初の目的であった所定の業務を終了したため、持分法適用

関連会社から除外致しました。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年6月30日現在

 (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18年６月30日現在 

(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 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

宿泊事業 24（24） 

住宅等不動産開発事業 0（ 1） 

証券投資事業 1（－） 

全社（共通） 8（－） 

合計 33（25） 

従業員数(名) 33 (25) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、海外における経済の拡大を受け、企業収益が改善し、設備投資の増加 や個人消費が持

ち直すなど、緩やかな回復傾向にありましたが、一方、原油を始めとする素材の価格が高騰し、 先行きの業況に不透明な要因

を抱えて推移いたしました。 

このような経済状況の中で、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）は、宿泊事業においては、国内の宿

泊事業では宿泊客が増加したものの、海外の宿泊事業が前年下期に休止のやむなきに至ったことに伴う売上減少等により、売上

高225百万円と前年同期比△119百万円（△34.7％）の減収となりました。 

損益では、営業損失が168百万円と前年同期比58百万円（52.8％）増加し、経常損失では104百万円と前年同期比137百万円、

中間純損失で106百万円と前年同期比228百万円、それぞれ減益いたしました。 

  

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） 

今井荘は、宿泊客の増加により、売上高241百万円と前年同期比39百万円（19.7％）の増収となり、営業損失は13百万円

と、前年同期比6百万円（33.1％）の改善となりました。 

南山荘は、宿泊客の減少により、売上高は35百万円と前年同期比2百万円（5.7％）の減収となり、営業損失は1.6百万円と

前年同期比0.6百万円（70.6％）の減益となりました。 

バリ・ガーデンホテルは前年下期以降所有権が第三者に不当に移転され、事実上経営権を喪失している為売上を計上でき

ず、前年同期比88百万円（100％）の減収となっておりますが、営業損失におきましては、同ホテルの償却負担減により20百

万円（100％）の改善となりました。 

この結果、宿泊事業の売上高は276百万円と前年同期比50百万円（15.5％）の減収となり、営業損失は14百万円と前年同期

比26百万円（64.2％）の改善となりました。 

  

（住宅等不動産開発事業） 

持分法適用関連会社を除く国内の不動産賃貸や温泉供給事業では、売上高18百万円と前年同期比0.7百万円（4.4％）の増

収となりましたが、営業利益は9百万円と前年同期比1百万円（9.5％）の減少となりました。 

一方、持分法適用関連会社の収益は、8百万円でありました。 

なお、サンテラス赤坂62、代官山テンの２物件については、成約に致っておりません。 

  

（証券投資事業） 

当中間連結会計期間より独立した事業とした証券投資事業は、期末の国内外株式市況下落等により評価損が生じ、売上高

△69百万円、営業損失69百万円を計上するに至りました。ちなみに前年同期営業外収益として計上いたしました有価証券運

用益は25百万円であります。 

   

  

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） 

国内の宿泊事業におきましては、南山荘が減収、減益となりましたが、今井荘の増収、増益により全体としては、売上高

276百万円と前年同期比37百万円（15.7％）の増収、営業損失は14百万円と、前年同期比5百万円（28.3％）の改善となりま



した。 

他の事業につきましては、事業の種類別セグメントの業績の項で述べたとおりであります。 

この結果、日本における売上高は225百万円と前年同期比31百万円(12.2％)の減収、営業損失は75百万円と前年同期比65百

万円(642.4％)の減益となりました。 

  

（東南アジア） 

前項で述べましたとおり、バリ・ガーデンホテルは昨年下期以降所有権が第三者に不当に移転され、事実上経営権を喪失

している為売上を計上できず、前年同期比88百万円（100％）の減収となっておりますが、営業損失におきましては、同ホテ

ルの償却負担減により20百万円（100％）の改善となりました。 

  

(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損失が104百万円、有価証券の取得1,013百万円、減価償却費が

27百万円、 利息及び配当金の受取額が59百万円となったことにより、営業活動のキャッシュフローは1,069百万円の支出（前

年中間期は9百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻により91百万円、投資有価証券の取得218百万円となったことによ

り、投資活動によるキャッシュフローは131百万円の支出（前年中間期は301百万円の収入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入266百万円、短期借入増加により112百万円となり、財務活動

によるキャッシュフローは378百万円の収入（前年中間期は202百万円の支出）となりました。 

上記の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1,198百万円となり、前年中間期末に比べて385百万円増加

いたしました。 



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。 

  

(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。 

  

  

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 241 19.7 

南山荘 35 △5.7 

バリガーデンホテル 0 △100.0 

計 276 △15.5 

住宅等不動産開発事業 

賃貸不動産 10 △1.2 

温泉給湯 8 11.6 

計 18 4.4 

証券投資事業 △69 ― 

合計 225 △34.7 



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及び新たに生じた課

題はありません。 

  



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はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

種類 
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成18年６月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成18年９月28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 307,178,060 307,178,060
東京証券取引所
(市場第１部) 

― 

計 307,178,060 307,178,060 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 平成17年３月30日開催の当社第６７回定時株主総会の決議をもとに、平成17年4月15日開催の当社取締役会にお

いて発行決議を行った新株予約権(ストックオプション))  
  

（注）1 当中間会計期間中、 6名退職により新株予約権の数12個と株式の数36,000株が失権して 

おります。 

2 当中間会計期間終了後提出日前月末日までの間、３名退職により新株予約権の数６個と株式の数18,000株が

失権しております。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数 4,417個 （注）1 4,411個 （注）2 

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 13,251,000千株 13,233,000千株 

新株予約権の行使時の払込金額 48円 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
合の株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   48円
資本組入額  24円 

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 該当事項なし 同左 



② 平成17年11月17日開催の当社取締役会において発行決議を行った第三者割当による新株予約権  
  

（注）1 平成18年4月度において、新株予約権の数1,660個と株式の数4,980,000株が行使されております。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注）1 新株予約権の行使による増加であります。 

  
中間会計期間末現在
(平成18年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日) 

新株予約権の数 28,111個 同左 

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 84,333,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 54円 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成17年12月8日
至平成18年12月7日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   55円
資本組入額  28円 

同左 

新株予約権の行使の条件 一部行使はできないものとする。 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし 同左 

代用払込みに関する事項 該当事項なし 同左 

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
  

(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18年６月30日 4,980 307,178 139,440 5,438,648 134,460 422,982



(4) 【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

(注) １ 日本マスタートラスト信託銀行㈱及び三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の株式数 4,911千株は信託業務にかかる株式であります。 

  

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 
(常任代理人エヴァ・イン―フ
ァン・フィ) 

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) 

70,800 23.04

ザ バンク オブ ニューヨ
ーク ノントリーティー ジ
ャスデック アカウント 
(常任代理人㈱三菱東京UFJ銀
行カストデイ業務部) 

Global Custody, 32nd Floor One Wall Street, 
New York U.S.A. 
(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) 

17,628 5.73

日本証券金融㈱ 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番
10号 

8,904 2.89

若 土 征 男 富山県富山市 3,300 1.07

東京東海ファンド第2号投資事
業組合 

東京都港区高輪二丁目12-38スターロワイヤル
101 

3,000 0.97

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 2,892 0.94

ビー・エヌ・ピー・パリバ・
セキュリティーズ（ジャパ
ン）リミテッド 

東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケ
イビル 

2,646 0.86

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 2,019 0.65

前 田   司 兵庫県竜野市 1,998 0.65

東京東海ファンド第1号投資事
業組合 

東京都港区高輪二丁目12-38スターロワイヤル
101 

1,980 0.64

計 ― 115,167 37.5



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６月30日現在 

(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273,000(議決権の数 91個)株が含まれております。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 1,098株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年６月30日現在 

(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 201,000株、「単元未満株式」のう

ち 1,098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)   15,000株(議決権の数 5個)、合計

217,098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。 

  

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 201,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

305,037,000 
101,679 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,940,060 
― １単元(3,000株)未満の株式 

発行済株式総数 307,178,060 ― ― 

総株主の議決権 ― 101,679 ― 

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2－16－45 201,000 201,000 0.07

計 ― 201,000 201,000 0.07



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

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

  

３ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 68 57 54 61 52 44

最低(円) 50 38 46 48 42 36



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

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

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

  ただし、前中間連結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び

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

きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年１月１日から平成17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18年１月１日から平成18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。 

  ただし、前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書きに

より、改正前の中間財務諸表等規則を適用しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17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18年１月１日から平成18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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成18年１月１日

から平成18年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、国際第一監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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  834,254 1,198,321   2,111,427 

 ２ 売掛金    76,778 16,811   29,024 

 ３ 有価証券    753,628 2,063,689   1,047,921 

 ４ たな卸資産    7,533 6,821   9,004 

 ５ その他    225,364 412,774   312,999 

   貸倒引当金    △2,036 △1,173   △1,171 

流動資産合計    1,895,523 19.4 3,697,246 45.1   3,509,206 43.2

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

  (1) 建物及び構築物   2,788,815   812,663 836,587   

  (2) 工具器具備品   334,470   23,441 21,195   

  (3) 土地   2,155,004   2,096,906 2,096,906   

  (4) その他   4,761 5,283,051 54.1 3,936 2,936,947 35.8 4,461 2,959,150 36.4

２ 無形固定資産          

  (1) 連結調整勘定   569,192   ― ―   

  (2) その他   9,444 578,636 5.9 9,471 9,471 0.1 9,560 9,560 0.1

３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   847,471   768,977 443,793   

  (2) 出資金   654,725   235,478 654,825   

  (3) 長期貸付金   506,132   543,261 550,908   

  (4) その他   7,320   7,320 7,320   

    貸倒引当金   △14,039 2,001,609 20.5 △14,415 1,540,622 18.8 △14,509 1,642,337 20.2

固定資産合計    7,863,298 80.5 4,487,042 54.8   4,611,049 56.7

資産合計    9,758,821 100.0 8,184,288 100.0   8,120,255 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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    12,179 5,176   11,239 

 ２ 短期借入金    214,501 284,839   185,984 

 ３ 未払費用    21,969 16,127   41,735 

 ４ その他    190,645 221,758   361,919 

流動負債合計    439,295 4.5 527,902 6.4   600,879 7.3

Ⅱ 固定負債          

 １ 退職給付引当金    8,129 1,746   3,004 

 ２ 繰延税金負債    ― 17,999   ― 

３ その他    69,899 50,926   78,124 

固定負債合計    78,029 0.7 70,672 0.8   81,128 0.9

負債合計    517,325 5.3 598,574 7.3   682,008 8.3

(少数株主持分)          

少数株主持分    325,315 3.3 ― ―   ― ―

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    5,000,000 51.2 ― ―   5,299,208 65.2

Ⅱ 資本剰余金    3,734,062 38.2 ― ―   4,022,584 49.5

Ⅲ 利益剰余金    288,061 2.9 ― ―   △1,774,215 △21.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    20,138 0.2 ― ―   33,800 0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定    △120,787 △1.2 ― ―   △136,798 △1.6

Ⅵ 自己株式    △5,296 △0.0 ― ―   △6,332 △0.0

資本合計    8,916,179 91.3 ― ―   7,438,247 91.6

負債、少数株主 
持分及び資本合計    9,758,821 100.0 ― ―   8,120,255 100.0

           



  

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― 5,438,648 66.4   ― 

２ 資本剰余金    ― 2,250,054 27.4   ― 

３ 利益剰余金    ― △81,760 △0.9   ― 

４ 自己株式    ― △7,342 △0.0   ― 

株主資本合計    ― 7,599,598 92.8   ― 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 26,236 0.3   ― 

２ 為替換算調整勘定    ― △124,454 △1.5   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― △98,218 △1.2   ― 

Ⅲ 新株予約権    ― 84,333 1.0   ― 

純資産合計    ― 7,585,713 92.6   ― 

負債純資産合計    ― 8,184,288 100.0   ― 

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 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    344,936 100.0 225,057 100.0   682,164 100.0

Ⅱ 売上原価    271,192 78.6 300,213 133.3   580,092 85.0

売上総利益又は売上
総損失（△）    73,743 21.3 △75,155 △33.3   102,071 14.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  184,075 53.3 93,473 41.5   277,927 40.7

営業損失    110,332 △31.9 168,628 △74.9   175,856 △25.7

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   17,799   30,701 39,584   

 ２ 有価証券利息   24,936   72 49,857   

 ３ 有価証券運用益   25,051   ― 84,605   

 ４ 持分法による 
   投資利益   48,373   8,449 322,377   

 ５ 為替差益   24,445   ― 21,699   

 ６ その他   29,145 169,751 49.2 47,345 86,862 38.5 74,430 592,555 86.8

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   2,207   15,939 6,594   

 ２ 新株発行費   ―   2,454 13,914   

３ 為替差損   ―   4,362 ―   

 ４ その他   23,987 26,194 7.5 51 22,809 10.1 29,969 50,478 7.3

経常利益又は 
経常損失(△)    33,224 9.6 △104,575 △46.4   366,220 53.6

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益   91,296   ― 91,296   

 ２ 貸倒引当金戻入益   4,740 96,036 27.8 94 94 0.0 3,474 94,770 13.8

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除却損 ※２ ― ― 119 119 0.0 2,716,752 2,716,752 398.2

税金等調整前中間 
純利益又は税金等 
調整前中間(当期) 
純損失(△) 

   129,260 37.4 △104,601 △46.4   △2,255,761 
△

330.6

法人税、住民税 
及び事業税    12,189 3.5 1,415 0.6   13,604 1.9

少数株主損失    5,703 △1.6 ― ―   329,863 △48.3

中間純利益又は中 
間(当期)純損失(△)    122,775 35.5 △106,016 △47.1   △1,939,502 

△
284.3

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

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

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

区分 
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 3,734,036 3,734,036

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   増資による新株の発行 ― 288,522  

   自己株式処分差益 26 26 26 288,548

Ⅲ 資本剰余金減少高  

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

3,734,062 4,022,584

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 165,286 165,286

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   中間純利益 122,775 122,775 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高  

   当期純損失 ― ― 1,939,502 1,939,502

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

288,061 △1,774,215



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  
株主資本 

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17年12月31日残高(千円) 5,299,208 4,022,584 △1,774,215 △6,332 7,541,244 

中間連結会計期間中の変動額           

 新株の発行 139,440 134,460 ― ― 273,900 

 欠損填補 ― △1,906,990 1,906,990 ― ― 

 中間純損失 ― ― △106,016 ― △106,016 

 持分法適用除外に伴う 

利益剰余金減少高 
― ― △108,519 ― △108,519 

自己株式の取得 ― ― ― △1,010 △1,010 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

139,440 △1,772,530 1,692,455 △1,010 58,355 

平成18年６月30日残高(千円) 5,438,648 2,250,054 △81,760 △7,342 7,599,598 

  
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17年12月31日残高(千円) 33,800 △136,798 △102,998 89,313 7,527,559 

中間連結会計期間中の変動額           

 新株の発行         273,900 

 欠損填補         ― 

 中間純損失         △106,016 

 持分法適用除外に伴う 

 利益剰余金減少高 
        △108,519 

 自己株式の取得         △1,010 

 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) △7,564 12,343 4,779 △4,980 △201 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) △7,564 12,343 4,779 △4,980 58,154 

平成18年６月30日残高(千円) 26,236 △124,454 △98,218 84,333 7,585,713 



⑤ 【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17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

  

税金等調整前中間純利益 
又は税金等調整前 
中間(当期)純損失(△) 

 129,260 △104,601 △2,255,761

減価償却費  97,629 27,244 126,938

連結調整勘定償却額  16,262 ― 16,262
貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 △4,920 1 △1,820

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △830 △190 △640

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 △1,868 △1,258 △6,993

有価証券運用損益 
(益：△) 

 △25,051 ― △84,605

受取利息及び受取配当金  △43,026 △91,117 △120,902

その他の営業外収益  ― ― △3,494

為替差損益(差益：△)  △26,083 △76 △23,887
デリバティブ評価損益 
(益：△) 

 ― ― △14,047

持分法による投資損益 
(益：△) 

 △48,373 △8,449 △322,377

その他の営業外収益  ― △94 ―

その他の営業外費用  398 2,460 14,313
投資有価証券売却損益 
(益：△) 

 △91,296 ― △91,296

支払利息  2,207 15,939 6,594

有形固定資産除却損  ― 119 2,716,752
売上債権の増減額 
(増加：△) 

 649 12,213 △30,548

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 1,385 2,182 △423

仕入債務の増減額  △5,434 △6,063 608

未払費用の増減額  △59,042 △31,606 △31,378

有価証券の増加額  ― △1,013,400 ―
その他流動資産の増減額 
(増加：△) 

 △519 144,758 △37,864

その他流動負債の増減額 
(減少：△) 

 12,271 △55,372 43,876

その他固定負債の増減額 
(減少：△) 

 △1,203 △3,609 ―

預り保証金の減少額  ― ― △2,406

小計  △47,583 △1,110,916 △103,101

利息及び配当金の受取額  62,500 59,884 846,143
利息の支払額  △2,957 △15,245 △6,879
法人税等の支払額  △2,830 △2,830 △2,830

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 9,129 △1,069,106 733,331



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

 △189,935 ― △189,935

定期預金の払戻による 
収入 

 135,035 91,755 233,216

有価証券の取得による 
支出 

 △329,721 ― △1,169,869

有価証券の売却等による 
収入 

 643,399 ― 1,250,938

デリバティブ取引による 
収入 

 ― ― 14,295

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △7,286 △5,073 △15,789

投資有価証券の取得によ
る支出 

 ― △218,457 ―

投資有価証券の売却等に
よる収入 

 140,609 ― 140,609

保証金による収入  611 ― 611

貸付金の回収による収入  19 ― 20

預託金に係る支出  ― ― △231,855

その他投資収支  △91,557 ― 47,952

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 301,173 △131,775 80,192

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入による収入  ― 112,703 ―

短期借入の返済による 
支出 

 △200,689 ― △150,221

株式の発行による収入  ― 266,465 663,613

自己株式の処分等による 
収入 

 90 ― 90

自己株式の取得による 
支出 

 △1,414 △1,010 △2,450

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △202,013 378,158 511,031

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 1,743 1,373 △7,661

Ⅴ 現金及び現金同等物に係る 
増減額(減少：△) 

 110,031 △821,350 1,316,893

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 702,778 2,019,672 702,778

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 812,809 1,198,321 2,019,672

    



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

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

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

１ 連結の範囲に関す

る事項 

① 連結子会社の数 13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、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、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、プレジャー・ポイン

ト社、ピー・ティー・

ラ・フローレ・インドネ

シア社であります。 

 なお、非連結子会社は

ありません。 

① 連結子会社の数 11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、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、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 11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、プレジャー・ポイン

ト・グループ社、ピー・

ティー・ラ・フローレ・

インドネシア社は、バ

リ・ガーデンホテルの所

有不動産が競売の対象に

なり所有権が第三者に移

転し、実質的に有効な支

配権が喪失しているた

め、連結から除外してお

ります。 

 なお、非連結子会社は

ありません。 



  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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       10社 

 カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパテ

ィー社、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、

ハーウッド・アセット

社、キャピタル・シティ

ー・グループ社、青葉台

シックス有限会社、アリ

ア神宮前有限会社、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。 

 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        8社 

 カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパテ

ィー社、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、

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。尚、青葉台シック

ス有限会社、アリア神宮

前有限会社は設立当初の

目的であった所定の業務

が終了したため、清算手

続に入っており、当中間

連結会計期間において持

分法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       10社 

 カルマス・エイサン

社、マカリア・プロパテ

ィー社、スマート・チョ

イス・トレーディング

社、青葉台シックス有限

会社、ファースト・マル

チ・トレーディング社、

アリア神宮前有限会社、

ハーウッド・アセット

社、代官山テン有限会

社、キャピタル・シティ

ー・グループ社、サンテ

ラス赤坂62有限会社であ

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。 

同左  全ての連結子会社の事業

年度の末日は、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 

  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

全部資本直入法に

より処理し、売却

原価は移動平均法

により算定) 

① 有価証券 

  売買目的有価証券 

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) 

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 

   時価のないもの 

同左 



  

  

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 デリバティブ 

  時価法 

③ デリバティブ 

同左 

③ デリバティブ 

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。 

(4) 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、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定

に含めて計上しておりま

す。 

 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。 

 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、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に

含めて計上しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

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

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

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

(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。 

同左 同左 

(6) 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。 



会計処理の変更 

  

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

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

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

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

① 当社では、従来有価証券運用 

益を営業外収益に計上しており

ましたが、近年売上高に対する

比率が経常的に増加し、定款事

業目的にも、「有価証券の保有

および運用ならびに投資」が挙

げられていること等を勘案し、

当中間連結会計期間よりこれ

を、売上高（売買目的有価証券

運用益）に計上するよう、会計

処理方針を変更することとした

ものであります。この変更によ

り当中間連結会計期間の売買目

的有価証券運用損69,884千円(主

な内訳は、当中間連結会計期間

末における有価証券の評価損)で

あります。この結果、従来の同

一の方法を採用した場合と比べ

売上総損失及び営業損失は

69,884千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与え

る影響については、当該箇所に

記載しております。 

② 貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等、自己株

式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正 

  当中間連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準第5号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準適用

指針第8号）並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 最終改正 平

成17年12月27日 企業会計基準

第1号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成17年12

月27日    企業会計基準適

用指針第2号）を適用しており

ます。 

  これによる損益に与える影響

はありません。 

  なお、従来の「資本の部」の

合 計 に 相 当 す る 金 額 は

7,501,380千円であります。 

――――― 



  

  

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間に

おける中間連結財務諸表は、改

正後の中間連結財務諸表規則に

より作成しております。 

③ 固定資産の減損に係る会計基

準 

  当中間連結会計期間から「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」

（企業会計審議会 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。 

   これによる損益に与える影

響はありません。 

  



表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

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

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

(中間連結貸借対照表) 
① 前中間連結会計期間において投資その他の資産の
「その他」に含めて表示しておりました「長期貸付
金」(前中間連結会計期間256,078千円)については、
資産総額の100分５超となったため、当中間連結会計
期間より区分掲記しております。 

(中間連結貸借対照表)
前中間連結会計期間において固定負債の「その他」に含
めておりました繰延税金負債を当中間連結会計期間か
ら区分掲記しております。 
  なお、前中間連結会計期間の固定負債の「その他」
に含めている繰延税金負債の金額は、13,816千円であ
ります。 
  

② 「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員
会報告第14号)が平成17年２月15日付で改正されたこ
とに伴い、当中間連結会計期間より代官山テン有限会
社にかかる匿名組合出資金(331,263千円)を投資有価
証券に含めて表示しております。 
(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間にデリバティブ評価益として表示
しておりましたデリバティブ取引の評価損益について、
株式オプションの利用を開始したことにより、当中間連
結会計期間より為替関連のデリバティブ取引について
は、為替差益に含めることとし、株式関連のデリバティ
ブ取引にかかる評価益については、有価証券運用益(103
千円)に含めて表示しております。 

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

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

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

① 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
す。 

①      同左 ①      同左 

② (外形標準課税) 
「地方税法等の一部を改正する
法律」(平成15年法律第９号)が平
成15年３月31日公布され、平成16
年４月１日以後に開始する事業年
度より外形標準課税制度が導入さ
れたことに伴い、当中間連結会計
期間から「法人事業税における外
形標準課税部分の損益計算書上の
表示についての実務上の取扱い」
(平成16年２月13日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第12号)
に従い法人事業税の資本割につい
ては、販売費及び一般管理費に
9,170千円計上しております。 

  ② (外形標準課税) 
「地方税法等の一部を改正する
法律」(平成15年法律第９号)が平
成15年３月31日公布され、平成16
年４月１日以後に開始する事業年
度より外形標準課税制度が導入さ
れたことに伴い、当中間連結会計
期間から「法人事業税における外
形標準課税部分の損益計算書上の
表示についての実務上の取扱い」
(平成16年２月13日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第12号)
に従い法人事業税の資本割につい
ては、販売費及び一般管理費に計
上しております。 

③ (投資物件の売却について) 
持分法適用関連会社４社(青葉

台シックス㈲、アリア神宮前㈲、
代官山テン㈲、サンテラス赤坂62
㈲)の出資持分の売却打診を匿名
投資組合より受け、平成17年６月
６日取締役会において、売却する
ことを決定いたしました。 
なお、上記物件に関しまして
は、現在応札中であります。 

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,801,588千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,634,648千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,609,831千円 

※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) 

189,935千円 

※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) 

91,755千円 

※２ 関連会社(青葉台シックス

㈲、アリア神宮前㈲及び代官山

テ ン ㈲ ) の 借 入 金

3,003,864千円に対して、現金

及 び 預 金 ( 定 期 預 金 )

91,755千円を担保に供しており

ます。 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

(変更事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使 4,980千株 

  

  

２ 自己株式に関する事項 

(変更事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 20,129株 

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

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

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

※１ 販売費及び一般管理費のうち

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 20,412千円

支払報酬 16,467 

給料手当 14,102 

諸税公課 9,557 

※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 24,633千円

支払報酬 15,864 

給料手当 15,618 

諸税公課 8,606 

※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。 

給料手当 29,315千円

支払報酬 32,046 

証券業務費 46,983 

諸税公課 24,778 

      ―――――   ※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 291千円

車輌運搬具 ━ 

工具器具備品 64 

合計 357 

海外事業
バリ・ガーデン
ホテル 
合計 

  

2,716,395千円 

  

2,716,395千円 

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） 302,198 4,980 ― 307,178 

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） 181,969 20,129 ― 202,098 



３ 新株予約権等に関する事項 

  

（注）１ 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。 

   ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

   平成17年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

  

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17年新株

予約権 

普通株式 89,313   ━ 4,980 84,333 84,333 

合計 89,313   ━ 4,980 84,333 84,333 

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

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

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

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 834,254千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△189,935 

流動資産のその他
に含まれる預け金 

190,439 

流動負債のその他
に含まれる未払金 

△21,948 

現金及び 
現金同等物 

812,809 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,198,321千円

現金及び 
現金同等物 

1,198,321 

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 

(追加情報) 

当中間連結会計期間末において資金

運用のため証券会社へ預け入れてい

る預け金及び未払金を、現金同等物

及び負の現金同等物として現金及び

現金同等物中間期末残高に含めて表

示しておりましたが、当連結会計年

度においては、当該預け金及び未払

金は現金及び現金同等物期末残高か

ら除外しております。これは、当該

証券会社が国外にある点等の諸般の

事情を考慮した結果、当該資産が、

容易に換金可能とはいえないと判断

して見直したことによるものであり

ます。なお、当中間連結会計期間に

おいて当連結会計年度と同一の会計

処理の原則及び手続きを採用した場

合における当中間連結会計期間にお

ける現金及び現金同等物中間期末残

高は168,491千円減少し、644,318千

円となります。 

現金及び預金勘定 2,111,427千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△91,755 

現金及び
現金同等物 

2,019,672 



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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) 

(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。 

取得価額相当額 2,846千円

減価償却累計額 
相当額 

1,847  

中間期末残高 
相当額 

998  

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) 

(注)    同左 

  

取得価額相当額 7,474千円

減価償却累計額
相当額 

2,810

中間期末残高
相当額 

4,663

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) 

  なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高等に占め

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。 

取得価額相当額 2,846千円

減価償却累計額
相当額 

2,198  

期末残高
相当額 

648  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(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。 

 １年内 674千円

 １年超 324  

 合計 998  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注)    同左 

  

 １年内 1,951千円

 １年超 2,712

 合計 4,663

② 未経過リース料期末残高相当額 

  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。 

１年内 648千円

１年超    

合計 648  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 404千円

減価償却費相当額 404 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 866千円

減価償却費相当額 866 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 741千円

減価償却費相当額 741 

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) 

有価証券 

Ⅰ 前中間連結会計期間末(平成17年６月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(注) 当中間連結会計期間においては、算定をいたしましたが、減損処理すべきものはありません。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には減損処理を行い、時価の下落

が30％以上50％未満の場合でも期首における時価の下落が30％未満でない限りは減損処理を行っております。 

  

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 

  

Ⅱ 当中間連結会計期間末(平成18年６月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

    取得原価  中間連結貸借対照表計上額  差額 

  (1) 株式 (注)   14,484千円  29,242千円  14,758千円

  (2) 債券           

     国債   4,983  5,211  227 

     計   19,467  34,453  14,985 

その他有価証券    

① 非上場株式   230,507千円

② 匿名組合出資金   331,263  

計   561,770  

    取得原価  中間連結貸借対照表計上額  差額 

  (1) 株式   14,484千円  36,107千円  21,623千円

  (2) 債券           

     国債   4,983  5,061  78 

     計   19,467  41,169  21,701 

その他有価証券    

① 非上場株式   232,706千円

② 匿名組合出資金   331,263  

計   563,969  



Ⅲ 前連結会計年度末(平成17年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

    取得原価   連結貸借対照表計上額   差額 

 ① 株式   14,484千円   45,529千円   31,046千円

 ② 債券             

   国債   4,983   5,135   151 

    計   19,467   50,664   31,197 

その他有価証券   

① 非上場株式  235,964千円

② 匿名組合出資金   331,263  

計 563,227  



(デリバティブ取引) 

  取引の時価等に関する事項 

  前中間連結会計期間(平成17年６月30日現在) 

   通貨関連 

  

  

   株式関連 

  

(注) １ 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ( )はオプション料を表示しております。 

３ 通貨関連のオプション取引の中には、ゼロコストオプションが一部含まれ、( )のオプション料は買建と売建で相殺され

る為、記載しておりません。 

  

  当中間連結会計期間(平成18年６月30日現在) 

   通貨関連 

     取引はありません。 

区分 取引の種類 
契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

うち１年超
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

オプション取引  

 売建 
250,000
(530)

― ― ―

 買建 
200,000
(―)

― ― ―

合計 
450,000
(530)

― ― ―

区分 取引の種類 
契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

うち１年超
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

オプション取引  

 売建 
28,230
(187)

― 83 103

合計 
28,230
(187)

― 83 103



   株式関連 

  

(注) １ 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ 株式関連のオプション取引の中には、ゼロコストオプションが一部含まれております。 

  

  前連結会計年度(平成17年12月31日現在) 

   通貨関連 

  

(注) １ 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

   株式関連 

  

(注) １ 時価は取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

区分 取引の種類 
契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

うち１年超
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

オプション取引  

 売建 16,458 ― 38,670 △22,212

買建 42,942 ― 40,242 △2,700

合計 59,400 ― 1,572 △24,912

区分 取引の種類 
契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

うち１年超
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

オプション取引  

 売建  

  米ドル／ 
  ユーロ 

57,540 ― ― ―

  米ドル 100,000 ― ― ―

 買建  

  米ドル 100,000 ― ― ―

合計 257,540 ― ― ―

区分 取引の種類 
契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益 
(千円) 

うち１年超
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

オプション取引  

 売建  

  コモン・ 
  ストック・ 
  オプション 

13,271 ― 12,136 1,135

 買建  

  コモン・ 
  ストック・ 
  オプション 

13,271 ― 16,378 3,107

合計 26,542 ― 4,243 4,243



(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17年１月１日 至 平成17年６月30日) 
  

  

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

(注) 証券投資事業を新設しました。 

  

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

(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 

 ③ 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の金額は、前中間連結会計期間79,372千円、当中間連結会

計期間93,473千円及び前連結会計年度174,630千円であり、その主なものは、当社での総務部門等管理部門に係る費用で

あります。 

  
宿泊事業 
(千円) 

住宅等不動産
開発事業 
(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 

327,522 17,414 344,936 ― 344,936

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 327,522 17,414 344,936 (―) 344,936

  営業費用 369,050 6,846 375,896 79,372 455,268

営業利益又は営業損失(△) △41,528 10,567 △30,960 △79,372 △110,332

  
宿泊事業 
(千円) 

住宅等不動産
開発事業 
(千円) 

証券投資
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 

276,746 18,196 △69,884 225,057 ― 225,057

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― (―) ―

計 276,746 18,196 △69,884 225,057 ― 225,057

  営業費用 291,572 8,640 ― 300,213 93,473 393,686

営業利益又は営業損失(△) △14,826 9,555 △69,884 △75,155 △93,473 △168,628

  
宿泊事業 
(千円) 

住宅等不動産
開発事業 
(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 

646,378 35,785 682,164 ― 682,164

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― (―) ―

計 646,378 35,785 682,164 (―) 682,164

  営業費用 664,980 18,410 683,390 174,630 858,020

営業利益又は営業損失(△) △18,602 17,375 △1,226 △174,630 △175,856



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

  

(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……インドネシア、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の金額は、79,372千円であり、その主なものは、当社での

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

(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……インドネシア、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の金額は、93,473千円であり、その主なものは、当社での

総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

  
日本 
(千円) 

東南アジア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益      

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 256,425 88,510 344,936 ― 344,936

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

       計 256,425 88,510 344,936 (―) 344,936

  営業費用 266,547 109,349 375,896 79,372 455,268

  営業損失 10,122 20,838 30,960 79,372 110,332

  
日本 
(千円) 

東南アジア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益      

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 225,057 ― 225,057 ― 225,057

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

       計 225,057 ― 225,057 (―) 225,057

  営業費用 300,213 ― 300,213 93,473 393,686

  営業損失 75,155 ― 75,155 93,473 168,628



前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(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……インドネシア、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の金額は、174,630千円であり、その主なものは、当社で

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

  
日本 
(千円) 

東南アジア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業利益      

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 593,654 88,510 682,164 ― 682,164

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― (―) ―

       計 593,654 88,510 682,164 (―) 682,164

  営業費用 574,041 109,349 683,390 174,630 858,020

  営業利益又は営業損失(△) 19,613 △20,838 △1,226 △174,630 △175,856



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

  

(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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

インドネシア・バリ島所在のバリ・ガーデンホテルの所有不動産が競売の対象になり所有権が第三者に移転

し、実質的に有効な支配権が喪失しているため海外売上高はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(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。 

  

  インドネシア バリ島 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 88,510 88,510

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 344,936

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

25.6 25.6

  インドネシア バリ島 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 88,510 88,510

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 682,164

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

12.9 12.9



(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

  

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

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

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

１株当たり純資産額 30円60銭 １株当たり純資産額 24円43銭 １株当たり純資産額 24円61銭

１株当たり中間純利益 0円42銭 １株当たり中間純損失 0円34銭 １株当たり当期純損失 6円63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 

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。 

中間連結損益計算書上の中間純利益

122,775千円

普通株式に係る中間純利益 

122,775千円

普通株式の期中平均株式数  

291,360千株

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されているため記

載しておりません。 

1株当たり中間純損失の算定上の 

基礎 

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。 

中間連結損益計算書上の中間純損失

106,016千円

普通株式に係る中間純損失

106,016千円

普通株式の期中平均株式数  

304,496千株

 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、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

１株当たり当期純損失の算定上の 

基礎 

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。 

当期連結損益計算書上の当期純損失

1,939,502千円

普通株式に係る当期純損失 

1,939,502千円

普通株式の期中平均株式数  

292,238千株

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 

 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。 

新株予約権の数 4,437個

希薄化効果を有しないため潜在株式

調整後１株当たり中間純損失の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

 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。 

新株予約権の数
 新株予約権 
  ストックオプション

32,528個

  



(重要な後発事象) 

  

  

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

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

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

 当社の子会社であるプレジャー・

ポイント・グループ社が所有するピ

ー・ティー・ラ・フローレ・インド

ネシア(バリ・ガーデンホテルの運

営会社)の所有不動産が不法な理由

に基づいて差押えられました。 

 このことにより、所有権の移転が

され、実質価値の著しい下落により

固定資産の評価損が発生する恐れが

生じたため、慎重を期して一時的に

特別損失として計上することとなり

ました。 

 上記事項に関しては、 

(1) 平成17年９月19日に競売にか

かり、その日のうちに落札さ

れ、競売通知が翌20日にあった

こと。 

(2) 落札価格は、5,800千円とあ

まりにも低く、廉価な価格であ

ったこと。 

 当社として到底容認できるもので

はありません。また、経緯等につき

被疑もあるので、今後、法的手段を

含めあらゆる対策を執り、取り戻す

ことに努力します。なお、当社側権

利が事実上も法律上も正当であるこ

とを確信しております。 

平成17年下半期の連結損益に与える

影響額 

△1,823,112千円 

――――― ――――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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  785,871 1,198,321   1,420,633 

２ 売掛金    18,666 16,811   29,024 

３ 有価証券    753,628 2,063,689   1,047,921 

４ たな卸資産    7,195 6,821   9,004 

５ その他    224,338 412,774   531,457 

  貸倒引当金    △1,426 △1,173   △1,171 

流動資産合計    1,788,274 18.9 3,697,246 44.4   3,036,870 37.3

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物    786,426 746,624   768,097 

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

(3) その他    97,096 93,417   94,146 

計    2,980,429 31.6 2,936,947 35.3   2,959,150 36.4

２ 無形固定資産    9,444 0.1 9,471 0.1   9,560 0.1

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券    264,960 268,814   281,494 

(2) 関係会社株式    3,865,838 857,221   1,276,568 

(3) 長期貸付金    506,132 543,261   550,908 

(4) その他    24,135 24,234   24,234 

  貸倒引当金    △14,039 △14,415   △14,509 

計    4,647,028 49.3 1,679,117 20.2   2,118,697 26.0

固定資産合計    7,636,902 81.0 4,625,537 55.6   5,087,408 62.6

資産合計    9,425,177 100.0 8,322,783 100.0   8,124,278 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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    5,196 5,176   11,239 

２ 短期借入金    81,271 284,839   185,984 

３ その他 ※３  103,295 237,885   403,655 

流動負債合計    189,763 2.0 527,902 6.3   600,879 7.3

Ⅱ 固定負債          

１ 繰延税金負債    13,816 17,999   23,189 

２ 退職給付引当金    8,129 1,746   3,004 

３ その他    56,083 50,926   54,935 

固定負債合計    78,029 0.8 70,672 0.9   81,128 0.9

負債合計    267,793 2.8 598,574 7.2   682,008 8.3

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    5,000,000 53.0 ― ―   5,299,208 65.2

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金    ―   288,522 

２ その他資本剰余金          

  資本金及び 
  資本準備金減少差益    3,734,036 ―   3,734,036 

  自己株式処分差益    26 ―   26 

資本剰余金合計    3,734,062 39.6 ― ―   4,022,584 49.5

Ⅲ 利益剰余金          

１ 中間(当期) 
  未処分利益    408,478 ―   △1,906,990 

利益剰余金合計    408,478 4.3 ― ―   △1,906,990 △23.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    20,138 0.2 ― ―   33,800 0.4

Ⅴ 自己株式    △5,296 △0.0 ― ―   △6,332 △0.0

資本合計    9,157,384 97.1 ― ―   7,442,270 91.6

負債・資本合計    9,425,177 100.0 ― ―   8,124,278 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― 5,438,648 65.4   ― 

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金   ―   422,982 ―   

(2) その他資本剰余金   ―   1,827,072 ―   

資本剰余金合計    ― 2,250,054 27.0   ― 

３ 利益剰余金          

(1) その他利益剰余金          

繰越利益剰余金   ―   △67,720 ―   

利益剰余金合計    ― △67,720 △0.8   ― 

４ 自己株式    ― △7,342 △0.1   ― 

株主資本合計    ― 7,613,639 91.5   ― 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 26,236   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― 26,236 0.3   ― 

Ⅲ 新株予約権    ― 84,333 1.0   ― 

純資産合計    ― 7,724,208 92.8   ― 

負債純資産合計    ― 8,322,783 100.0   ― 

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 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    256,425 100.0 225,057 100.0   593,653 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  266,547 103.9 300,213 133.4   575,447 96.9

売上総利益又は売上
総損失（△）    △10,122 △3.9 △75,155 △33.4   18,206 3.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  79,372 30.9 93,467 41.5   174,630 29.4

営業損失    89,494 △34.9 168,623 △74.9   156,424 △26.3

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息・配当金 ※２  54,903 77,735   326,315 

 ２ 有価証券利息    24,936 72   49,857 

 ３ 有価証券運用益    25,051 ―   84,605 

 ４ 為替差益    24,445 ―   21,699 

 ５ その他    28,855 47,345   42,971 

計    158,191 61.6 125,152 55.6   525,449 88.5

Ⅴ 営業外費用 ※３  3,518 1.3 22,809 10.1   27,803 4.6

経常利益又は 
経常損失(△)    65,178 25.4 △66,279 △29.5   341,222 57.4

Ⅵ 特別利益 ※４  95,240 37.1 94 0.0   94,770 15.9

Ⅶ 特別損失 ※５  ― ― 119 0.0   2,589,627 436.2

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△) 

   160,419 62.5 △66,305 △29.5   △2,153,635 
△

362.7

法人税、住民税 
及び事業税    1,415 0.5 1,415 0.6   2,830 0.4

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△)    159,004 62.0 △67,720 △30.1   △2,156,465 

△
363.2

前期繰越利益    249,474 ―   249,474 

中間未処分利益又は 
当期未処理損失(△)    408,478 ―   △1,906,990 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

  

  

  

株主資本 

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17年12月31日残高(千円) 5,299,208 288,522 3,734,062 4,022,584 

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 139,440 134,460 ― 134,460 

欠損填補 ― ― △1,906,990 △1,906,990 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 139,440 134,460 △1,906,990 △1,772,530 

平成18年６月30日残高(千円) 5,438,648 422,982 1,827,072 2,250,054 

  

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17年12月31日残高(千円) △1,906,990 △1,906,990 △6,332 7,408,469 

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 ― ― ― 273,900 

 欠損填補 1,906,990 1,906,990 ― ― 

 中間純損失 △67,720 △67,720 ― △67,720 

 自己株式の取得 ― ― △1,010 △1,010 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 1,839,270 1,839,270 △1,010 205,169 

平成18年６月30日残高(千円) △67,720 △67,720 △7,342 7,613,639 

  
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17年12月31日残高(千円) 33,800 33,800 89,313 7,531,583 

中間会計期間中の変動額         

 新株の発行 ― ― ― 273,900 

 欠損填補 ― ― ― ― 

 中間純損失 ― ― ― △67,720 

 自己株式の取得 ― ― ― △1,010 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △7,564 △7,564 △4,980 △12,544 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △7,564 △7,564 △4,980 192,625 

平成18年６月30日残高(千円) 26,236 26,236 84,333 7,724,208 



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17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

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 

期末日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定) 

    時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

  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) 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 

同左 

(3) デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定額法(主な耐用年数

は、建物17年～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 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。 



  

  

  

会計処理の変更 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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、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。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 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 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

―――――  ① 当社では、従来有価証券運用益

  を営業外収益に計上しておりまし

たが、近年売上高に対する比率が

経常的に増加し、定款事業目的に

も、「有価証券の保有および運用

ならびに投資」が挙げられている

こと等を勘案し、当中間会計期間

よりこれを、売上高(売買目的有

価証券運用益)に計上するよう、

会計処理方針を変更することとし

たものであります。 

  この変更により当中間会計期間の

売買目的有価証券運用損は69,884

千円（主な内訳は、当中間会計期

間末における有価証券の評価損）

であります。この結果、従来の同

一の方法を採用した場合と比べ売

上総損失及び営業損失は69,884千

円増加しております。 

 ② 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等 

  自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正 

   当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

――――― 

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

    計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第8号）並びに改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 最終改正 平成17年

12月27日 企業会計基準第1号）

及び「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終

改正平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第2号）を適用して

おります。 

   これによる損益に与える影響は

ありません。 

   なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は7,639,875千

円であります。 

   中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。 

 ③固定資産の減損に係る会計基準 

   当中間会計期間から「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」（企業会計審議会 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。 

   これによる損益に与える影響は

ありません。 

  



表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

(中間損益計算書) 

前中間会計期間にデリバティブ評価益として表示して

おりましたデリバティブ取引の評価損益について、株式

オプションの利用を開始したことにより、当中間会計期

間より為替関連のデリバティブ取引については、為替差

益に含めることとし、株式関連のデリバティブ取引にか

かる評価益については、有価証券運用益(103千円)に含

めて表示しております。 

――――― 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

① 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

す。 

① 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

す。 

① 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

を請求しております。 

② (外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する

法律」(平成15年法律第９号)が平

成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当中間会計期

間から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に

9,170千円計上しております。 

  ② (外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,587,385千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,634,648千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,609,831千円 

※２ 担保資産 

 関連会社の金融機関からの借

入に対し、担保を供している資

産は、次のとおりであります。 

現金及び預金(定期預金) 

189,935千円 

※２ 担保資産 

 関連会社の金融機関からの借

入に対し、担保を供している資

産は、次のとおりであります。 

現金及び預金(定期預金) 

91,755千円 

※２ 関連会社(青葉台シックス

㈲、アリア神宮前㈲及び代官山

テン㈲ ) の借入金 3,003,864

千円に対して、現金及び預金

（定期預金）91,755千円を担保

に供しております。 

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※３     同左 ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 28,954千円

無形固定資産 119 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 27,096千円

無形固定資産 148 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 58,140千円

無形固定資産 242 

※２ 受取利息・配当金の内訳 

受取利息 17,799千円

受取配当金 37,104 

合計 54,903 

※２ 受取利息・配当金の内訳 

受取利息 30,701千円

受取配当金 47,033 

合計 77,735 

――――― 

――――― ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 15,939千円

――――― 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 

  91,296千円

※４ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 94千円

※４ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 

91,296千円

      ――――― ※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損の内訳 

  工具器具備品 119千円 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

  １ 関係会社株式評価損 

         2,589,270千円 

２ 固定資産除却損の内訳 

建物 291千円

工具器具備品 64 

合計 356 



(中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日） 

自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取による増加 20,129株 

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） 181,969 20,129         ― 202,098 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

(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。 

工具器具備品    

取得価額相当額 2,846千円

減価償却累計額 
相当額 

1,847  

中間期末残高 
相当額 

998  

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 

同左 

工具器具備品

取得価額相当額 7,474千円

減価償却累計額
相当額 

2,810

中間期末残高
相当額 

4,663

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 

 なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高等に占め

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。 

工具器具備品    

取得価額相当額 2,846千円

減価償却累計額
相当額 

2,198  

期末残高
相当額 

648  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(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。 

 １年内 674千円

 １年超 324  

 合計 998  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

同左 

 １年内 1,951千円

 １年超 2,712

 合計 4,663

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

 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。 

１年内 648千円

１年超 ━  

合計 648  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 404千円

減価償却費相当額 404 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 866千円

減価償却費相当額 866 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 741千円

減価償却費相当額 741 

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) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

Ⅰ 前中間会計期間(平成17年６月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

Ⅱ 当中間会計期間(平成18年６月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

Ⅲ 前事業年度(平成17年12月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(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。 

  



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 当社の子会社であるプレジャー・

ポイント・グループ社が所有するピ

ー・ティー・ラ・フローレ・インド

ネシア(バリ・ガーデンホテルの運

営会社)の所有不動産が不法な理由

に基づいて差押えられました。 

 このことにより、所有権の移転が

され、実質価値の著しい下落により

子会社株式の評価損が発生する恐れ

が生じたため、慎重を期して一時的

に特別損失として計上することとな

りました。 

 上記事項に関しては、 

(1) 平成17年９月19日に競売にか

かり、その日のうちに落札さ

れ、競売通知が翌20日にあった

こと。 

(2) 落札価格は、5,800千円とあ

まりにも低く、廉価な価格であ

ったこと。 

 当社として到底容認できるもので

はありません。また、経緯等につき

被疑もあるので、今後、法的手段を

含めあらゆる対策を執り、取り戻す

ことに努力します。なお、当社側権

利が事実上も法律上も正当であるこ

とを確信しております。 

平成17年下半期の損益に与える影響

額 

△2,589,270千円 

――――― ――――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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68期) 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

  平成18年３月30日 

            



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９月26日

東海観光株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

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

光株式会社の平成17年１月１日から平成17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17年１月１日から平

成17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、東海観光株式会社及び連結子会社の平成17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17年１月１日から平成17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 

  

国際第一監査法人 

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  田  啓 志 郎  ㊞ 

  
(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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年９月27日

東海観光株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

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

光株式会社の平成18年１月１日から平成18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18年１月１日から平

成18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18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18年１月１日から平成18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．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から売買目的有価証券運用損益の計上方法を変更し

た。 

２．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用されるこ

ととなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成している。 

３．セグメント情報に記載のとおり、当中間連結会計期間より証券投資事業部門を新設した。 

  

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 

  

国際第一監査法人 

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  田  啓 志 郎  ㊞ 

  
(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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年９月26日

東海観光株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

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

光株式会社の平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第68期事業年度の中間会計期間(平成17年１月１日から平成

17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、東海観光株式会社の平成17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17年１月１

日から平成17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 

  

国際第一監査法人 

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  田  啓 志 郎  ㊞ 

  
(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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年９月27日

東海観光株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

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

光株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第69期事業年度の中間会計期間(平成18年１月１日から平成

18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18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18年１月１

日から平成18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．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から売買目的有価証券運用損益の計上方法を変更した。 

２．会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用されることと

なったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

  

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

  

以 上 

  

国際第一監査法人 

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  田  啓 志 郎  ㊞ 

  
(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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