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平成19年６月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)

 

 

平成19年５月７日 

会 社 名 株式会社アーバネットコーポレーション （コード番号：3242 JASDAQ） 

（URL http://www.urbanet.jp）   

問合せ先 代表者 代表取締役社長 服部 信治   

 責任者 取  締  役 樺嶋  昭 TEL：(03)3512－5005 

     
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   ：有 

(内容) 税金費用の計上基準･･･税引前四半期純利益に年間予想税金負担率を乗じて計算しており
ます。その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便な手続を用いております。 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 
 ③ 当第３四半期財務・業績の概況の数値は、監査法人による監査を受けておりません。 
 
2. 平成19年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成19年３月31日） 
 (1) 経営成績（非連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月期第３四半期 6,675 （－） 1,390 （－） 1,280 （－） 757 （－）

18年６月期第３四半期 － （－） － （－） － （－） － （－）

（参考）18年６月期 4,318 555 478  274 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年６月期第３四半期 52,478 82 52,386 46 

18年６月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年６月期 60,974 01 － － 

(注) １ 平成18年６月期第３四半期につきましては、四半期開示を行っておりませんので、前年同四半期の実

績及び前年同四半期増減率の記載は行っておりません。 

 ２ 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益については、前事業年度においては新株予約権の残高

がありますが、前事業年度においては当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、

記載しておりません。 

３  平成18年11月１日付をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。なお、当該株式分

割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり前期当期純利益は以下のとおりとなりま

す。 

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
 円 銭

（参考）18年６月期 20,324 67 
 
 
［経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期におけるわが国経済は、原材料の高止り感はあるものの、企業業績も堅調に推移し、
雇用環境も改善するなど概ね順調に推移いたしました。 
 当社の属する不動産業界におきましては、大都市圏における地価上昇が明確になり、事業用地の取
得環境が厳しくなっていることに加え、建築資材の高騰もあり、先行きに不透明感はあるものの、都
心部の好立地のマンションは即日完売するものもあり、概ね順調に推移いたしました。 
 このような状況の中、当社の主たる事業であります不動産開発事業におきましては、平成19年１月
から３月にかけて、計画通り２物件の引渡しが完了するなど順調に推移いたしました。 
 この結果、当第３四半期の業績に関しましては、売上高6,675百万円、営業利益1,390百万円、経常
利益1,280百万円、当第３四半期純利益757百万円となりました。 
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 (2) 財政状態（非連結）の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月期第３四半期 8,678 2,700 31.1 155,377 56

18年６月期第３四半期 － － － － －

（参考）18年６月期 6,407 988 15.4 206,112 93

(注) １ 平成18年６月期第３四半期につきましては、四半期開示を行っておりませんので、前年同四半期の実

績及び前年同四半期増減率の記載は行っておりません。 

   ２  平成18年11月１日付をもって１株につき３株の割合で株式分割を行っております。また、当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たりの純資産は以下のとおりとなります。 

 

 １株当たり純資産 

 円 銭

（参考）18年６月期 68,704 31 

 

 【キャッシュ・フローの状況】 （百万円未満切捨）
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月期第３四半期 △40 △25 1,408 2,434 

18年６月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年６月期 △1,705 0 1,975 1,091 

(注) 平成18年６月期第３四半期につきましては、四半期開示を行っておりませんので、前年同四半期の実績及

び前年同四半期増減率の記載は行っておりません。 

 
［財政状態（非連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
  当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ、2,271百万円増加し、8,678百万円となり
ました。これは主に販売用不動産の増加及び株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う公募増
資により現金及び預金が増加したためであります。 

  負債は、前事業年度末に比べ558百万円増加し、5,977百万円となりました。これは主に仕掛販売用
不動産取得に伴う借入金の増加によるものであります。 

  純資産は、前事業年度末に比べ1,712百万円増加し、2,700百万円となりました。これは主に第３四
半期純利益による繰越利益剰余金の増加及び公募増資による資本金・資本準備金の増加によるもので
あります。 

 
  当第３四半期末におけるキャッシュ・フローの状況については、現金及び現金同等物の期末残高は、
前事業年度末に比べ1,342百万円増加し、2,434百万円となりました。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
  営業活動により使用した資金は、40百万円となりました。これは主に、不動産開発事業物件の売却
を行った一方で、同事業の新規開発物件の仕入が増加したことによるものであります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による支出は、25百万円となりました。これは主に、敷金保証金の差入による支出であり
ます。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動により得られた資金は1,408百万円となりました。これは主に、不動産開発事業に関する借
入金の返済を行った一方で、同事業の拡大による新規開発物件取得等による借入金が増加したことと、 
株式発行による収入によるものであります。 

 
○添付資料 
(要約)第３四半期貸借対照表、(要約)第３四半期損益計算書、(要約)第３四半期株主資本等変動計
算書、(要約)第３四半期キャッシュ・フロー計算書等 

以 上 
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[参考] 
平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期 7,230 1,104 652 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  37,561円85銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
  平成19年６月期の業績予想につきましては、当第３四半期における業績が計画どおり順調に推移し

たことを鑑みて、平成19年３月28日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確
定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があ
ります。 
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1. （要約）第３四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

当四半期 
(平成19年６月期 
第３四半期末) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年６月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

 1 現金及び預金 2,475,368 － 1,128,384  

 2 販売用不動産※2 1,290,815 － －  

 3 仕掛販売用不動産※2 4,307,211 － 4,799,532  

 4 仕掛品 14,509 － 9,459  

 5 前渡金 80,500 － 63,100  

 6 前払費用 20,670 － 20,335  

7 繰延税金資産 32,689 － 14,282  

 8 その他 37,527 － 6,000  

   貸倒引当金 － － △2,000  

   流動資産合計 8,259,292 95.2 － 6,039,095 94.3 

Ⅱ 固定資産   

 1 有形固定資産   

  (1) 建物※1,2 117,071 － 123,097  

  (2) 車両運搬具※1 3,660 － 4,811  

  (3) 器具及び備品※1 7,757 － 2,596  

  (4) 土地※2 82,928 － 70,208  

   有形固定資産合計 211,417 2.4 － 200,713 3.1 

 2 無形固定資産   

  (1) 電話加入権 388 － 388  

  (2) ソフトウェア 7,796 － －  

  (3) ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定 － － 8,353  

   無形固定資産合計 8,184 0.1 － 8,741 0.1 

 3 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 85,736 － 65,131  

  (2) その他 146,925 － 126,838  

    貸倒引当金 △33,340 － △33,410  

   投資その他の資産合計 199,321 2.3 － 158,560 2.5 

   固定資産合計 418,923 4.8 － 368,016 5.7 

   資産合計 8,678,215 100.0 － 6,407,111 100.0 

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：千円、％） 

当四半期 
(平成19年６月期 
第３四半期末) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 
第３四半期末) 

（参 考） 
平成18年６月期 科  目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

 1 買掛金 60,501 － 255,826  

 2 短期借入金 11,500 － 30,000  

3  一年以内返済予定 
長期借入金※2 

2,178,860 － 2,600,243  

 4 一年以内償還予定社債 100,000 － －  

 5 未払金 148,595 － 123,762  

 6 未払費用 15,168 － 42,030  

 7 未払法人税等 440,919 － 179,220  

8 前受金 104,946 － 134,330  

9 賞与引当金 19,448 － －  

10 その他 24,923 － 8,003  

   流動負債合計 3,104,863 35.8 － 3,373,417 52.7 

Ⅱ 固定負債   

1 社債 － － 100,000  

 2 長期借入金※2 2,856,874 － 1,938,019  

 3 繰延税金負債 13,875 － 5,302  

 4 その他 1,831 － 2,267  

   固定負債合計 2,872,580 33.1 － 2,045,588 31.9 

   負債合計 5,977,443 68.9 － 5,419,005 84.6 

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 1 資本金 600,514 6.9 － 109,639 1.7 

 2 資本剰余金   

     資本準備金 567,370 － 76,495  

   資本剰余金合計 567,370 6.5 － 76,495 1.2 

 3 利益剰余金   

  (1) 利益準備金 1,375 － 1,375  

  (2) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 1,489,580 － 770,883  

   利益剰余金合計 1,490,955 17.2 － 772,259 12.1 

   株主資本合計 2,658,840 30.6 － 958,394 15.0 

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価 
   差額金 

41,931 － 29,711  

   評価・換算差額等合計 41,931 0.5 － 29,711 0.4 

   純資産合計 2,700,772 31.1 － 988,105 15.4 

   負債純資産合計 8,678,215 100.0 － 6,407,111 100.0 

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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2. （要約）第３四半期損益計算書 
（単位：千円、％） 

当四半期 
(平成19年６月期 
第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 
第３四半期) 

（参 考） 
平成18年６月期 科  目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 6,675,401 100.0 － － 4,318,442 100.0 

Ⅱ 売上原価 4,890,594 73.3 － － 3,277,722 75.9 

 売上総利益 1,784,806 26.7 － － 1,040,720 24.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 394,159 5.9 － － 485,623 11.2 

 営業利益 1,390,647 20.8 － － 555,096 12.9 

Ⅳ 営業外収益※1 2,563 0.1 － － 28,786 0.7 

Ⅴ 営業外費用※2 112,364 1.7 － － 105,699 2.5 

 経常利益 1,280,845 19.2 － － 478,183 11.1 

Ⅵ 特別利益※3 2,070 0.0 － － 14,636 0.3 

税引前第３四半期(当期) 
純利益 

1,282,915 19.2 － － 492,819 11.4 

 税金費用 525,867 7.9 － － 218,095 5.0 

第３四半期(当期)純利益 757,048 11.3 － － 274,723 6.4 

   

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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3. （要約）第３四半期株主資本等変動計算書 
当四半期(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

   （単位：千円）  

株主資本 

資本剰余金  

資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年６月30日残高 109,639 76,495 76,495

当四半期中の変動額 

新株の発行 490,875 490,875 490,875

 剰余金の配当 

 当四半期純利益 

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額(純額) 

当四半期中の変動額合計 490,875 490,875 490,875

平成19年３月31日残高 600,514 567,370 567,370

 
（単位：千円）  

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

利益準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金合計

株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成18年６月30日残高 1,375 770,883 772,259 958,394 29,711 29,711 988,105

当四半期中の変動額   

新株の発行  981,750  981,750

 剰余金の配当  △38,352 △38,352 △38,352  △38,352

 当四半期純利益  757,048 757,048 757,048  757,048

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額(純額) 
 12,220 12,220 12,220

当四半期中の変動額合計  718,696 718,696 1,700,446 12,220 12,220 1,712,667

平成19年３月31日残高 1,375 1,489,580 1,490,955 2,658,840 41,931 41,931 2,700,772

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（参考） 
                   

前事業年度(自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日) 
   （単位：千円）  

株主資本 

資本剰余金  

資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年６月30日残高 30,439 20,439 20,439

事業年度中の変動額 

 新株の発行 79,200 52,800 52,800

当期純利益 

 合併による増加 3,256 3,256

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 

事業年度中の変動額合計 79,200 56,056 56,056

平成18年６月30日残高 109,639 76,495 76,495

 
（単位：千円）  

株主資本 評価・換算差額等 

利益剰余金 

その他利益

剰余金 

 

利益準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金合計

株主資本合計
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成17年６月30日残高 ― 407,190 407,190 458,068 △1,389 △1,389 456,679

事業年度中の変動額   

 新株の発行  132,000  132,000

当期純利益  274,723 274,723 274,723  274,723

 合併による増加 1,375 88,969 90,344 93,601  93,601

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
 31,100 31,100 31,100

事業年度中の変動額合計 1,375 363,692 365,068 500,325 31,100 31,100 531,425

平成18年６月30日残高 1,375 770,883 772,259 958,394 29,711 29,711 988,105

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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4. (要約）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当四半期 

(平成19年６月期第３四半期)

前年同四半期 

(平成18年６月期第３四半期) 

（参 考） 

平成18年６月期 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  1 税引前第３四半期(当期)純利益 1,282,915 － 492,819

  2 減価償却費 8,894 － 11,845

   3 貸倒引当金の増減額（△減少） △2,070 － 18,706

4 賞与引当金の増加額 19,448 － －

5 株式公開関連費用 15,707 － －

6 株式交付費 10,110 － －

  7 投資組合運用損失 2,598 － 8,434

   8 受取利息及び受取配当金 △682 － △275

   9 支払利息及び社債利息 82,699 － 93,871

10 販売用不動産の増加額 △1,290,815 － －

  11 仕掛販売用不動産の増減額（△増加） 492,321 － △2,449,680

  12 買掛金の増減額（△減少） △195,325 － 228,736

  13 その他 △97,585 － 93,328

    小計 328,217 － △1,502,213

  14 利息及び配当金の受取額 682 － 275

  15 利息の支払額 △81,016 － △101,564

  16 法人税等の支払額 △288,236 － △101,711

  営業活動によるキャッシュ・フロー △40,352 － △1,705,214

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  1 定期預金による預入による支出 △4,500 － △6,000

  2 有形固定資産の取得による支出 △6,349 － △18,144

  3 敷金保証金の差入による支出 △15,152 － △234

  4 敷金保証金の返還による収入 549 － 5,115

   5 その他 － － 19,423

  投資活動によるキャッシュ・フロー △25,453 － 160

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  1 短期借入金による増減額（△減少） △18,500 － 20,000

  2 長期借入金による収入 3,380,200 － 4,373,000

  3 長期借入金の返済による支出 △2,882,728 － △2,549,397

  4 株式の発行による収入 981,177 － 132,000

5 株式公開関連費用の支出 △13,507 － －

  6 配当金の支払額 △38,352 － －

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,408,290 － 1,975,603

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,342,484 － 270,549

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,091,884 － 710,201

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  － － 111,134

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末 

(期末)残高 
2,434,368 － 1,091,884

  

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

当四半期 
(平成19年６月期 

第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

１有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

― １有価証券の評価基準及び評価方法

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

２たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

販売用不動産、仕掛販売用不動

産、仕掛品 

  個別法による原価法 

 

― ２たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

販売用不動産、仕掛販売用不動

産、仕掛品 

個別法による原価法 

３固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産  

  定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物付属設備を除

く）については定額法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物       10～34年 

 車両運搬具        6年 

 器具及び備品   3～15年 

無形固定資産 

ソフトウェアについては社内に

おける利用可能期間(5年)に基づく

定額法によっております。 

 

― ３固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産  

定率法 

ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物付属設備を除

く）については定額法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物       10～34年 

 車両運搬具        6年 

  器具及び備品   3～15年 

無形固定資産 

￣ 

 

４繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用

処理しております。 

 

― ４繰延資産の処理方法 

新株発行費は、支出時に全額費用

処理しております。 

 

５引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒等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

権については個別的に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、賞与支給見込額の

当第３四半期会計期間負担額を計上

しております。 

 

― ５引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒等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

権については個別的に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

― 
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当四半期 
(平成19年６月期 

第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

６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

の賃貸借取引に準じた会計処理によ

っております。 

 

― ６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

の賃貸借取引に準じた会計処理によ

っております。 

 

７四半期キャッシュ・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。 

 

― ７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。 

 

８その他四半期財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)匿名組合契約による持分の会計

処理 

当社の出資に係る匿名組合の持分

を適正に評価するために、当社の出

資額60,000千円を投資その他の資産

の「その他」に含めて計上し、同匿

名組合の累積損失額のうち当社に帰

属する金額96,652千円を「未払金」

に含めて計上しております。 

また、出資に係る損益は同匿名組

合が定める計算期間及び当社持分相

当額により、当社に属する額を投資

組合運用損失として営業外費用に計

上しております。 

(2)消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は当第３四

半期会計期間の費用としておりま

す。 

 

― ８その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(1)匿名組合契約による持分の会計

処理 

当社の出資に係る匿名組合の持分

を適正に評価するために、当社の出

資額60,000千円を投資その他の資産

の「その他」に含めて計上し、同匿

名組合の累積損失額のうち当社に帰

属する金額94,053千円を「未払金」

に含めて計上しております。 

また、出資に係る損益は同匿名組

合が定める計算期間及び当社持分相

当額により、当社に属する額を投資

組合運用損失として営業外費用に計

上しております。 

(2)消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は当期の費

用としております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
当四半期 

(平成19年６月期 
第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

当第３四半期会計期間から、「繰

延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」(企業会計基準委員会 平成

18年８月11日 実務対応報告第19

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、「固定資産の減

損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 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。なお、これによる

損益に与える影響はありません。  

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当事業年度から、「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)を適用しております。従来の資

本の部に相当する金額は988,105千

円です。なお、財務諸表等規則の改

正により、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成し

ております。 
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追加情報 

 
当四半期 

(平成19年６月期 
第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

(スプレッド方式の公募増資による

新株式の発行) 

平成19年3月27日を払込期日とす

る公募増資（ブックビルディング方

式）による新株式の発行は、引受証

券会社が引受価額で買取引受を行

い、これを引受価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売するスプレッ

ド方式によっております。 

スプレッド方式では、発行価格と

引受価額との差額68,250千円が事実

上の引受手数料であり、引受価額と

同一の発行価格で一般投資家に販売

する従来の方式であれば株式交付費

として処理されていたものでありま

す。 

 このため従来の方式によった場合

に比べ、株式交付費の額と資本金及

び資本準備金の合計額は、それぞれ

68,250千円少なく計上され、経常利

益及び税引前第３四半期純利益は同

額多く計上されております。 

 

― （法人事業税の外形標準課税制度）

当社は、当事業年度より資本金が

1億円超になり外形標準課税制度が

適用となったことに伴い、「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」（企業会計基準委員会 

平成16年2月13日 実務対応報告第

12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、販売費及び一般管理

費が4,546千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ同額減少しております。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
当四半期 

(平成19年６月期 
第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

          31,609千円 

― ※1 有形固定資産の減価償却累計額

           23,898千円 

※2 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

販売用不動産     561,055千円 

仕掛販売用不動産  4,111,381千円 

建物         95,490千円 

土地         50,540千円 

計        4,818,467千円 

 

 ※2 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

仕掛販売用不動産  4,011,659千円 

建物         99,878千円 

土地         50,540千円 

計        4,162,077千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予定の 

長期借入金    2,178,860千円 

長期借入金    2,856,874千円 

計        5,035,734千円 

 

 担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予定の 

長期借入金    2,574,860千円 

長期借入金    1,914,319千円 

計         4,489,179千円 

 
 
 

(四半期損益計算書関係) 

 

当四半期 
(平成19年６月期 

第３四半期) 

前年同四半期 
(平成18年６月期 

第３四半期) 

(参考) 
平成18年６月30日 

※1 営業外収益の主要項目 

― 
 

 

※2 営業外費用の主要項目 

支払利息      82,079千円 

株式公開関連費用  15,707千円 

株式交付費     10,110千円 

投資組合運用損失   2,598千円 

 

※3 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益   2,070千円 

 

4 減価償却実施額 

 有形固定資産     8,337千円 

無形固定資産      556千円 

 

― 

 

 

 

※1 営業外収益の主要項目 

保険解約返戻金   19,655千円

金利スワップ評価益  7,589千円

 

※2 営業外費用の主要項目 

支払利息      93,432千円

投資組合運用損失   8,434千円

新株発行費      1,526千円

 

 

※3 特別利益の主要項目 

関係会社株式売却益 13,435千円

 

4 減価償却実施額 

 有形固定資産     11,845千円

 

 

 




