
平成19年６月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年５月16日

会社名　株式会社エスグラントコーポレーション （コード番号：8943　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.s-grant.co.jp/　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長　杉本　宏之　ＴＥＬ：（03）　5740　－　2300　　　　

　　　　　責任者役職・氏名　常務取締役　　　前田　嘉也 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表等作成基準

 

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

 

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

（内容）連結（新規）３社　（除外）－社　　・持分法連結（新規）－社　（除外）－社

 

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　当第３四半期の財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく

優成監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。

 

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（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 第３四半期（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 25,335 141.7 2,039 181.5 1,349 167.1 802 168.9

18年６月期第３四半期 10,480  （―） 724  （―） 505  （―） 298  （―）

（参考）18年６月期 18,962  （―） 1,560  （―） 1,261  （―） 730  （―）

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 15,935 0 14,511 44

18年６月期第３四半期 34,459 98 29,626 08

（参考）18年６月期 16,385 97 14,228 60

 

 （注）１.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

　　　 ２.売上高には消費税等は含まれておりません。

　[経営成績（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、原油・原材料価格の高騰や国際情勢の不安は残るものの、戦後最長のいざなぎ

 景気を更新し、個人消費は堅調に推移するなど景気回復が進行しました。

　 当不動産業界におきましては、一時期のＪ－ＲＥＩＴ（日本版不動産投資信託）や国内外のファンドの過熱感が沈静

 化傾向にあるものの、都心部の好立地マンションについては依然として価格の高騰が続いております。

　 このような環境下、当社グループは、当社の成長ドライバーとなっている不動産流動化事業、人気インテリアショッ

 プとの内装デザイン業務提携等によるデザイナーズワンルームマンションの企画開発及び販売、中古ワンルームマンシ

 ョンの再生販売を主力とし、それに伴うプロパティマネジメント事業、賃貸保証事業並びにゼネコン向けの人材派遣事

 業を積極的に展開してまいりました。

　 その結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高25,335百万円、営業利益2,039百万円、経常利益1,349

 百万円、第３四半期純利益802百万円となりました。
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(2）財政状態（連結）の変動状況 （百万円未満切捨て）

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３月期第３四半期 32,054 3,841 13.6 71,921 62

18年３月期第３四半期 12,311 2,417 19.6 249,798 24

（参考）18年６月期 17,301 2,886 16.7 58,216 86

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨て）

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３月期第３四半期 △7,540 △355 8,406 2,796

18年３月期第３四半期 △5,721 △13 6,639 2,065

（参考）18年６月期 △10,137 △234 11,463 2,252

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

   当第３四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産が14,753百万円、負債が13,797百万円、純資産が955

 百万円それぞれ増加しました。

　 当第３四半期連結会計期間末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。

　 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、当第３四半期連結会計期間末に

 は、前連結会計年度末残高に比べ、543百万円増加し、2,796百万円となりました。

　 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前第３四半期純利益が1,349百万円ありましたが、

 たな卸資産の増加額が12,387百万円になったこと、法人税等の支払額が720百万円等があったことにより、7,540百万円

 の資金の減少となりました。

　 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得55百万円、不動産投資ファンドの設立に伴

 う特定目的会社に対する優先出資等の投資有価証券の取得210百万円等があったことにより355百万円の資金の減少とな

 りました。

　 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期借入金の返済による支出2,107百万円があったものの、長期

 借入金を純額で7,965百万円、社債発行による収入2,487百万円をそれぞれ増加させたことにより、8,406百万円の資金の

 増加となりました。

３．平成19年６月期の連結業績予想（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 33,160 2,401 1,430

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　28,547 円 63 銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 　当連結会計期間の業績見通しにつきましては、上記の予想のとおりであります。

 

 ※本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的

 なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能性があ

 ることをご承知おきください。

［添付資料］

４．第３四半期連結財務諸表

(1）第３四半期連結貸借対照表

(2）第３四半期連結損益計算書

(3）第３四半期連結剰余金計算書及び第３四半期連結株主資本等変動計算書

(4）第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(5）注記事項等
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年３月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30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  2,065,393   2,796,479   2,252,717   

２．売掛金  39,337   114,146   56,798   

３．営業貸付金  ―   131,805   77,157   

４．たな卸資産 ※1 8,712,464   26,115,434   13,731,631   

５．前渡金  1,029,790   1,099,374   458,196   

６．繰延税金資産  ―   581,836   103,360   

７．その他 ※4 207,694   432,934   185,266   

貸倒引当金  △736   △43,161   △764   

流動資産合計   12,053,943 97.9  31,228,849 97.4  16,864,362 97.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※2 60,138   107,442   65,752   

２．無形固定資産  20,017   82,464   40,467   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  ―   380,875   189,000   

(2）長期貸付金  34,910   ―   ―   

(3) 繰延税金資産  ―   ―   1,460   

(4）差入保証金  91,652   122,840   97,499   

(5）その他  51,317   133,174   44,485   

貸倒引当金  △0   △1,034   △1,882   

投資その他の資産合計  177,880   635,854   330,563   

固定資産合計   258,036 2.1  825,761 2.6  436,783 2.5

資産合計   12,311,980 100.0  32,054,611 100.0  17,301,146 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年３月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30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  668,313   77,167   30,358   

２．一年内償還予定
社債

 100,000   200,000   100,000   

３．短期借入金  ※1 3,356,500   6,890,105   8,998,000   

４．一年内返済予定
長期借入金

 ※1 2,558,748   7,244,327   2,351,160   

５．未払法人税等  97,758   773,224   459,313   

６．賞与引当金  10,026   43,605   5,218   

７．前受金  ―   4,769,236   ―   

８．その他  ※5 472,038   898,040   577,624   

流動負債合計   7,263,384 59.0  20,895,706 65.2  12,521,673 72.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  960,000   3,260,000   960,000   

２．長期借入金  ※1 1,330,769   3,772,685   700,180   

３．繰延税金負債  ―   4,299   ―   

４．その他  330,121   280,141   233,195   

固定負債合計   2,620,890 21.3  7,317,126 22.8  1,893,375 10.9

負債合計   9,884,274 80.3  28,212,833 88.0  14,415,049 83.3

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   10,158 0.1  ― ―  ― ―

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金 ※3  971,100 7.9  ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   740,800 6.0  ― ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   705,647 5.7  ― ―  ― ―

資本合計   2,417,547 19.6  ― ―  ― ―

負債、少数株主持分及
び資本合計

  12,311,980 100.0  ― ―  ― ―
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年３月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年６月30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  ※3  ― ―  1,056,780 3.3  982,560 5.7

２．資本剰余金   ― ―  826,480 2.6  752,260 4.3

３．利益剰余金   ― ―  1,940,361 6.1  1,137,890 6.6

株主資本合計   ― ―  3,823,621 11.9  2,872,710 16.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券
評価差額金

 ―   8,362   ―  ―

評価・換算差額等合計   ― ―  8,362 0.0  ― ―

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  9,794   13,386 0.1

純資産合計   ― ―  3,841,778 12.0  2,886,097 16.7

負債純資産合計   ― ―  32,054,611 100.0  17,301,146 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   10,480,486 100.0  25,335,473 100.0  18,962,523 100.0

Ⅱ　売上原価   8,581,618 81.9  20,856,878 82.3  15,380,685 81.1

売上総利益   1,898,868 18.1  4,478,594 17.7  3,581,837 18.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,174,209 11.2  2,438,868 9.6  2,021,243 10.7

営業利益   724,659 6.9  2,039,726 8.1  1,560,594 8.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  85   3,662   109   

２．受取手数料  11,184   ―   11,184   

３．賠償金収入  ―   5,000   ―   

４．その他  4,872 16,142 0.1 33,057 41,720 0.2 8,581 19,875 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  91,962   376,578   129,848   

２．借入事務手数料  107,090   322,789   151,612   

３．株式公開費用  24,872   ―   24,872   

４．その他  11,631 235,556 2.2 32,546 731,913 2.9 12,598 318,932 1.7

経常利益   505,244 4.8  1,349,533 5.3  1,261,537 6.6

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  427   797   ―   

２．固定資産売却益 ※2 4,598 5,025 0.0 ― 797 0.0 4,598 4,598 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※3 297   ―   2,201   

２．事務所移転損失  7,254 7,551 0.1 572 572 0.0 7,363 9,564 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  502,718 4.8  1,349,758 5.3  1,256,570 6.6

法人税、住民税及び
事業税

 182,238   1,032,947   541,450   

法人税等調整額  20,797 203,035 0.2 △478,453 554,493 2.2 △20,033 521,416 2.7

少数株主利益   1,259 0.0  7,205 0.0  4,487 0.0

四半期（当期）純利
益

  298,423 2.8  802,470 3.2  730,666 3.9
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(3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結剰余金計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   259,200

Ⅱ　資本剰余金増加高    

増資による新株発行  481,600 481,600

Ⅲ　資本剰余金第３四半
期末残高

  740,800

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   407,223

Ⅱ　利益剰余金増加高    

第３四半期（当期）
純利益

 298,423 298,423

Ⅲ　利益剰余金第３四半
期末（期末）残高

  705,647
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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主持
分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年６月30日　残高（千円） 982,560 752,260 1,137,890 2,872,710 ― 13,386 2,886,097

当第３四半期連結会計期間中の変
動額

新株の発行 74,220 74,220 ― 148,440 ― ― 148,440

第３四半期純利益 ― ― 802,470 802,470 ― ― 802,470

株主資本以外の項目の当第３四
半期連結会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ― 8,362 △3,592 4,770

当第３四半期連結会計期間中の変
動額合計（千円）

74,220 74,220 802,470 950,910 8,362 △3,592 955,680

平成19年３月31日　残高（千円） 1,056,780 826,480 1,940,361 3,823,621 8,362 9,794 3,841,778

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本
評価・換算差

額等
少数株主持
分

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価
証券評価差
額金

平成17年６月30日　残高（千円） 619,100 259,200 407,223 1,285,523 ― ― 1,285,523

連結会計年度中の変動額

新株の発行 363,460 493,060 ― 856,520 ― ― 856,520

当期純利益 ― ― 730,666 730,666 ― ― 730,666

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

― ― ― ― ― 13,386 13,386

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

363,460 493,060 730,666 1,587,186 ― 13,386 1,600,573

平成18年６月30日　残高（千円） 982,560 752,260 1,137,890 2,872,710 ― 13,386 2,886,097
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31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７月１日
至　平成18年６月30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

    

税金等調整前第３
四半期（当期）純
利益

 502,718 1,349,758 1,256,570

減価償却費  14,323 19,870 20,771

連結調整勘定償却
額

 220 ― ―

のれん償却額  ― 902 440

社債発行費償却  3,835 12,500 3,835

新株発行費償却  3,004 ― 3,354

貸倒引当金の増加
額

 7 41,549 1,917

賞与引当金の増加
額

 8,253 38,387 3,445

受取利息  △85 △5,855 △109

受取手数料  △11,184 △20,000 △11,184

賠償金収入  ― △5,000 ―

支払利息  91,962 376,578 129,848

借入事務手数料  107,090 322,789 151,612

株式公開費用  24,872 ― 24,872

固定資産売却益  △4,598 ― △4,598

固定資産除却損  297 ― 2,201

事務所移転損失  7,254 572 7,363

売上債権の増加額  △19,170 △56,546 △37,432

たな卸資産の増減
額

 △6,189,799 △12,387,617 △11,208,966

営業貸付金の増加
額

 ― △54,648 △18,853

仕入債務の増加額  632,824 46,809 △5,131

前渡金の増加額  △466,769 △641,177 104,824

前受金の増加額  21,810 4,766,636 △18,490

預り金の増加額
（△減少額）

 △31,617 131,708 △20,777

預り敷金保証金の
増加額

 174,150 50,837 78,521

その他  △48,714 △141,559 38,783

小計  △5,179,315 △6,153,503 △9,497,179
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息の受取額  73 5,805 33

手数料の受取額  11,184 20,000 11,184

賠償金の受取額  ― 5,000 ―

利息の支払額  △95,764 △374,875 △149,326

借入事務手数料の
支払額

 △107,090 △322,789 △151,612

事務所移転による
支払額

 △7,254 △572 △7,363

法人税等の支払額  △343,060 △720,039 △342,992

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △5,721,227 △7,540,974 △10,137,255

     

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

 △26,454 △55,426 △39,191

無形固定資産の取
得による支出

 △11,312 △47,419 △30,757

有形固定資産の売
却による収入

 6,718 ― 6,718

差入保証金の増加
による支出

 △30,616 △38,071 △42,731

差入保証金の回収
による収入

 22,828 11,603 23,028

投資その他の資産
の取得による支出

 △12,000 ― ―

投資有価証券の取
得による支出

 ― △210,775 △189,000

連結子会社株式の
追加取得による
支出

 ― △15,000 ―

連結の範囲の変更
を伴う子会社株式
の取得による収入

 3,399 ― 3,399

貸付けによる支出  △60,861 ― △59,541

貸付金の回収によ
る収入

 94,520 ― 93,560

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △13,777 △355,089 △234,513
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31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７月１日
至　平成18年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入金の増減
額

 2,747,500 △2,107,895 8,389,000

長期借入れによる
収入

 4,302,760 11,802,000 5,300,500

長期借入金の返済
による支出

 △2,161,246 △3,836,328 △3,997,163

社債の発行による
収入

 1,006,165 2,487,500 1,006,165

社債の償還による
支出

 △50,000 △100,000 △50,000

割賦債務の返済に
よる支出

 △11,272 △3,890 △13,076

株式の発行による
収入

 830,595 148,440 853,165

株式公開費用の支
払額

 △24,872 ― △24,872

連結子会社設立に
伴う少数株主から
の払込による収入

 ― 17,000 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

 6,639,629 8,406,826 11,463,717

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額

 904,623 510,762 1,091,947

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 1,160,769 2,252,717 1,160,769

Ⅵ　連結範囲の変更に伴
う期首残高

 ― 33,000 ―

Ⅶ　現金及び現金同等物
の第３四半期末（期
末）残高

 2,065,393 2,796,479 2,252,717
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　４社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ティー・バイ・エスイ

   ンターナショナル

 　当第３四半期連結会計期間より、

新規に設立した株式会社エスジーイ

ンベスターズを連結の範囲に含めま

した。

  また、平成18年１月４日に株式会

社ティー・バイ・エスインターナ

ショナルの株式を取得し連結子会社

といたしましたが、平成18年１月１

日をみなし取得日としているため、

損益計算書及びキャッシュ・フロー

計算書につきましては、平成18年１

月１日から平成18年３月31日までを

連結しております。

(1)連結子会社の数　　　７社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ティー・バイ・エスイ

   ンターナショナル

 　株式会社ギブコム

 　株式会社東京リペア

 　ジューンブロス株式会社

 　当第３四半期連結会計期間より、

新規に設立した株式会社ギブコム、

株式会社東京リペア、ジューンブロ

ス株式会社を連結の範囲に含めまし

た。

(1)連結子会社の数　　　４社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ティー・バイ・エスイ

   ンターナショナル

 　当連結会計年度より、新規に設立

した株式会社エスジーインベスター

ズを連結の範囲に含めました。

  また、平成18年１月４日に株式会

社ティー・バイ・エスインターナ

ショナルの株式を取得し連結子会社

といたしましたが、平成18年１月１

日をみなし取得日としているため、

損益計算書及びキャッシュ・フロー

計算書につきましては、平成18年１

月１日から平成18年６月30日までを

連結しております。

２．持分法の適用に関する事

項

 　該当事項はありません。  同左  同左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

 　連結子会社の第３四半期決算日

　 は、第３四半期連結決算日と一

   致おります。

 同左  　 連結子会社の決算日は、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

 　

 

 

―

 

 

 

(1)　有価証券

 　その他有価証券

 ①時価のあるもの

 　第３四半期連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は全部

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）

 ②時価のないもの

 　移動平均法による原価法

(1)　有価証券

 　その他有価証券

 ①時価のあるもの

 

 

 ―

 

 ②時価のないもの

 　同左

 (2) デリバティブ

 　　 時価法

(3) たな卸資産

   a.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

   b.貯蔵品

 　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

 同左

(2) 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

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～18年

機械装置及び運搬具　　２～３年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～35年

機械装置及び運搬具　　２～３年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～18年

機械装置及び運搬具　　３～４年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ②　無形固定資産

 　　 自社利用のソフトウェアにつ

      いて、社内における見込利用

      可能期間（５年以内）に基づ

      く定額法

②　無形固定資産

 同左

 

②　無形固定資産

 同左

 

 ③　長期前払費用

 　　 均等償却

③　長期前払費用

 同左

③　長期前払費用

 同左

(3）重要な引当金の計上基準

 

 ①　新株発行費

 　　支払時に全額費用処理してお

     ります。

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 　　支払時に全額費用処理してお

     ります。

 ①　新株発行費

 ―

 

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 同左

 

 ①　新株発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

     ります。

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

     ります。

(4）重要な引当金の計上基準

 

 ①　貸倒引当金

 　　債権の貸倒れによる損失に備

　　 えるため、一般債権について

     は貸倒実績率により、貸倒懸

     念債権等特定の債権について

     は個別に回収可能性を勘案

     し、回収不能見込額を計上し

     ております。

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当第３四半期連結会計期

     間の負担額を計上しておりま

     す。

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 同左

 

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当連結会計年度の負担額

　　 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。

 

 同左

 

 同左

(6）その他第３四半期連結財

務諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事項

 

　　　消費税等の会計処理

 　　 税抜方式によっておりま

　　　す。

　　　なお、控除対象外消費税等

      は、固定資産に係るものは

      投資その他の資産の「その

      他」に計上し（５年償

      却）、それ以外は発生年度

      の期間費用としておりま

      す。

　　　消費税等の会計処理

 同左

　　　消費税等の会計処理

 同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 　　 連結子会社の資産及び負債の

　　　評価については、全面時価評

      価法を採用しております。

 同左  同左

６．のれんの償却に関する事

項

 　　 のれんは、５年間で均等償却

　　　しております。

 同左  同左

７．第３四半期連結キャッ

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、要求払預金及び取

      得日から３ヶ月以内に満期の

　　　到来する流動性の高い、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

　　　クしか負わない短期的な投資

　　　であります。

 同左  同左

－ 13 －



表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

 ―   前第３四半期連結会計期間まで流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「前受金」は、当第３四半期会

連結計期間末において負債の総額の100分の５を超えたため

区分掲記することとしました。

  なお、前第３四半期連結会計期間末の「前受金」の残高

は42,900千円であります。
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追加情報

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ―  ― （特定目的会社との取引）

 　当社は、当社グループがアセットマ

 ネジメント契約を締結する特定目的会

 社に対して当社が保有する販売用不動

 産を販売しております。当連結会計年

 度において当社の販売用不動産を売却

 した当該特定目的会社の概要、およ

 び、当連結会計年度における売却額は

 以下のとおりであります。

 　名称　　　　SGD１特定目的会社

 　住所　    　東京都目黒区下目黒

　　　　　　　 １-８-１

 　資本金　　　1,600,000千円

 　事業の内容　不動産賃貸

 　売却額　　　3,399,142千円
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日）

前連結会計年度
（平成18年６月30日）

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　　　　8,330,112千円

 

（2)担保付債務

短期借入金 3,156,500千円 

一年内返済予定長期

借入金

2,480,500

長期借入金 1,274,000

 　計 6,911,000

  

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　 　　18,056,699千円

 

（2)担保付債務

短期借入金 6,132,105千円 

一年内返済予定長期

借入金

　　6,984,000

長期借入金 1,683,000

 　計 14,799,105

  

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　　　 12,272,244千円

 

（2)担保付債務

短期借入金 8,912,000千円 

一年内返済予定長

期借入金

2,302,500

長期借入金 664,000

 　計 11,878,500

  

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 55,009千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 54,014千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 40,277千円であります。

 ※３　当社の発行済株式総数は、普通株式

　　　 9,678株であります。

 ※３　　　　　　　　　―  ※３　　　　　　　　　―

 ※４　　　　　　　　　―  ※４　未収消費税等は、流動資産の「その

       他」に含めて表示しております。

 ※４　未収消費税等は、流動資産の「その

       他」に含めて表示しております。

 ※５　未払消費税等は、流動負債の「その

       他」に含めて表示しております。

 

 ※５　未払消費税等は、流動負債の「その

       他」に含めて表示しております。

 

 ※５　　　　　　　　　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ※１　販売費及び一般管理費の主なもの  ※１　販売費及び一般管理費の主なもの  ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 　　　広告宣伝費　　　　　　　92,261千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　　　 434

 　　　給与手当 　　　 　　　 365,178

 　　　賞与引当金繰入額　　　  10,026

 　　　広告宣伝費　　　　 　152,451千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　42,347

 　　　給与手当 　　　 　 　875,473

 　　　賞与引当金繰入額　 　 40,523 

 　　　広告宣伝費　　　　　　 164,886千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　　 1,917

 　　　給与手当 　　　 　　　 776,952

 　　　賞与引当金繰入額　　　   5,218

 ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりで

　　　 あります。

 

 　　　車両運搬具　　　　　　　4,598千円

 ※２　　　　　　　 ―  ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりで

　　　 あります。

 

 　　　車両運搬具　　　　　　　4,598千円

 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　　 あります。

 ※３　　　　　　　 ―  ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　　 あります。

 工具器具備品 237千円 

 その他    59

 　計  297 

 工具器具備品 2,141千円 

 その他   59

 　計  2,201 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

 

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 49,345 3,935 ― 53,280

合計 49,345 3,935 ― 53,280

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　3,935株

 

２．配当に関する事項

   該当事項はありません。

 

 

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 7,878 41,467 ― 49,345

合計 7,878 41,467 ― 49,345

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株発行による増加　　　　　　　1,600株

 　　　 株式分割による増加             38,712株

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　1,155株

 

２．配当に関する事項

　 該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

　　　 高と第３四半期連結貸借対照表に掲記

       されている科目の金額との関係。

 ※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

　　　 高と第３四半期連結貸借対照表に掲記

       されている科目の金額との関係。

 ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

　　　 貸借対照表に掲記されている科目の金

       額との関係。

　　　　　　　（平成18年３月31日現在） 　　　　　　　（平成19年３月31日現在） 　　　　　　　（平成18年６月30日現在）

 現金及び預金勘定 2,065,393千円 

 現金及び現金同等物   2,065,393

 現金及び預金勘定 2,796,479千円 

 現金及び現金同等物 2,796,479

 現金及び預金勘定 2,252,717千円 

 現金及び現金同等物   2,252,717
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．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

１．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

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び連結会年度末残高相当

額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期連
結会計
期間末
残高相
当額
(千円)

 建物 45,123 6,810 38,312

 工具器具備品 7,325 1,220 6,104

合計 52,448 8,031 44,417

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期連
結会計
期間末
残高相
当額
(千円)

 建物 45,123 17,623 27,499

 工具器具備品 7,325 2,685 4,639

合計 52,448 20,309 32,139

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

連結会
計年度
末残高
相当額
(千円)

 建物 45,123 9,513 35,609

 工具器具備品 7,325 1,587 5,738

合計 52,448 11,101 41,347

(2）未経過リース料四半期末残高相当額 (2）未経過リース料四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,853千円

１年超 33,068

合計 44,922

１年内 12,282千円

１年超 20,786

合計 33,068

１年内 11,959千円

１年超 30,038

合計 41,998

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 7,521千円

減価償却費相当額 6,973

支払利息相当額 964

支払リース料 9,932千円

減価償却費相当額 9,208

支払利息相当額 1,003

支払リース料 10,832千円

減価償却費相当額 10,042

支払利息相当額 1,351

(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

 

(5）利息相当額の算定方法

 　　 リース料総額とリース物件の取得価額

　　　相当額との差額を利息相当額とし、各

　　　期への配分方法については、利息法に

　　　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

 同左

(5）利息相当額の算定方法

 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,238千円

１年超 1,977

合計 3,216

１年内 309,434千円

１年超 112,796

合計 422,230

１年内 73,709千円

１年超 81,491

合計 155,200
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年３月31日現在）

 　　　該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 12,000 26,100 14,100

合計 12,000 26,100 14,100

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 324,000

　その他 29,975

前連結会計年度（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

 　　　　　該当事項はありません。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 45,000

　その他 144,000
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（デリバティブ取引関係）

前四半期連結会計期間末（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　　ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

当四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　　ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

前連結会計年度（平成18年６月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　　　ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 249,798円24銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
34,459円98銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

29,626円08銭

１株当たり純資産額 71,921円62銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
15,935円00銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

14,511円44銭

１株当たり純資産額 58,216円86銭

１株当たり当期純利益

金額
16,385円97銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
14,228円60銭

　  （注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益（千円） 298,423 802,470 730,666

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

   （うち利益処分による

            役員賞与金）
（ ― ） （ ― ） （ ― ） 

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
298,423 802,470 730,666

普通株式の期中平均株式数（株） 8,660 50,359 44,591

潜在株式調整後１株当たり第３四

半期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数（株） 1,413 4,940 6,844

（うち新株予約権） (1,413) (4,940) (6,844)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　　　　　 ― 　　　　　 ― 　　　　　 ―
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 １.　当社は、平成18年２月10日開催

　　 の取締役会において、株式分割

     による新株式の発行を行う旨の

     決議をいたしました。

  (1)株式分割の目的

 　  投資金額の引下げ、及び株式の

     流動性の向上を図ることによ

     り、投資家の皆様により投資し

　　 やすい環境を整える目的で実施

     するものであります。

  (2)株式分割の概要

     ①平成18年３月31日付をもって、

　　　 平成18年３月31日最終の株主名

       簿及び実質株主名簿に記載また

       は記録された株主の所有株式数

       を、１株につき５株の割合をも

       って分割する。

     ②分割により増加する株式数

　　　 普通株式として、平成18年３月

　　　 31日最終の発行済株式総数に４

       を乗じた株式数といたします。

     ③配当起算日　平成18年４月１日

　　　 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前連

　　　 結会計年度における１株当たり

       情報及び当期首に行われたと仮

       定した場合の第３四半期連結会

       計期間における１株当たりの情

       報は、それぞれ以下のとおりと

       なります。

当第３四半期連結
会計期間

前連結会計年度

１株当たり純資

産額

　49,959円65銭

１株当たり第３四

半期純利益金額

　 6,892円00銭

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額

　 5,925円22銭

１株当たり純資

産額

　32,635円79銭

１株当たり当期純

利益金額

　 

　9,049円71銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

　　　―

 

 

 １.　当社は、平成19年５月16日開催

　　の当社取締役会において、連結子

　　会社である株式会社ティー・バ

　　イ・エスインターナショナルの株

　　式を一部売却することを決議いた

　　しました。

 (1)売却の理由

 　 当社グループにおける営業部門の

　　効率化の一環として、後記の売却

    先に株式譲渡を行うことが当事者

    及び各関係者の利益の最大化につ

    ながると判断したためでありま

    す。

 (2)売却先

 　　神谷　秀利

 (3)売却の時期

 　　平成19年５月16日

 (4)売却する子会社の事業内容

 　　不動産の売買・賃貸借・管理及び

　　 仲介

 (5)当社との取引内容

 　　不動産の売買

 (6)売却する株式数

 　　900株

 (7)売却価格

 　　180,000,000円

 (8)売却前の持分比率

 　  100％

 (9)売却後の持分比率

 　　10％

 １.　当社は、平成18年７月４日付

　　 で、当社グループの経営基盤の

　　 強化・拡大とともにインターネ

     ットを利用した不動産（販売）

     に関する情報提供サービス等に

     よる不動産営業部門やサイト広

     告営業の強化を図り収益性を高

     める為、当社66％出資による株

     式会社ギブコムを設立いたしま

     した。

 (1)商号

 　　株式会社ギブコム

 (2)代表者

 　　代表取締役　窪島　健悟

 (3)本社所在地

 　　東京都目黒区下目黒一丁目８番

　　 １号

 (4)設立年月日

 　　平成18年７月４日

 (5)主な事業内容

 　　不動産ポータルサイトの運営

 (6)決算期

 　　６月

 (7)資本の額

 　　50,000,000円

 (8)発行済株式総数

 　　1,000株
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平成19年６月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年５月16日

会社名　株式会社エスグラントコーポレーション （コード番号：8943　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.s-grant.co.jp/　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長　杉本　宏之　ＴＥＬ：（03）5740－2300　　　　　

　　　　　責任者役職・氏名　常務取締役　　　前田　嘉也 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表等作成基準

 

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　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　当第３四半期財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく優

成監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。

 

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（個別）の進捗状況 （百万円未満切捨て）

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 23,649 140.4 1,729 162.6 1,181 163.9 694 173.0

18年６月期第３四半期 9,837    （ ― ） 658 （ ― ） 447 （ ― ） 254 （ ― ） 

（参考）18年６月期 18,022 （ ― ） 1,459 （ ― ） 1,206 （ ― ） 702 （ ― ） 

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 13,783 70 12,552 32

18年６月期第３四半期 29,361 74 25,242 99

（参考）18年６月期 16,385 97 14,288 60

 （注）１.売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

　　　 ２.売上高には消費税等は含まれておりません。

(2）財政状態（個別）の変動状況 （百万円未満切捨て）

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月期第３四半期 31,441 3,654 13.2 68,581 40

18年６月期第３四半期 12,051 2,340 19.4 241,832 10

（参考）18年６月期 16,984 2,811 16.6 56,975 25

－ 24 －



３．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 30,555 2,269 1,337

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 26,693円12銭

 （注）平成19年６月期の１株当たり当期純利益（通期）の算出については、平成18年４月１日の発行済株式総数を基準

　　　 に算出しております。

 　※本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在

     的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能

     性があることをご承知おきください。

 

［添付資料］

４．第３四半期財務諸表

(1）第３四半期貸借対照表

(2）第３四半期損益計算書

(3）第３四半期株主資本等変動計算書

(4）注記事項等
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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  1,726,534   2,231,305   1,881,200   

２．売掛金  ―   43,986   19,692   

３．たな卸資産 ※1 8,694,661   26,082,106   13,727,816   

４．前渡金  1,029,183   1,094,481   458,089   

５．その他  ※5 194,391   1,039,922   296,206   

貸倒引当金  △162   △42,550   △361   

流動資産合計   11,644,608 96.6  30,449,252 96.8  16,382,645 96.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※2 35,397   66,925   35,253   

２．無形固定資産  7,322   45,943   26,949   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  12,000   380,075   189,000   

(2）関係会社株式  260,000   320,635   260,000   

(3）敷金保証金  61,713   64,924   57,155   

(4）その他  30,474   114,241   34,747   

貸倒引当金  △0   △756   △756   

投資その他の資産合
計

 364,188   879,120   540,147   

固定資産合計   406,909 3.4  991,989 3.2  602,349 3.5

資産合計   12,051,518 100.0  31,441,242 100.0  16,984,994 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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  652,522   55,092   19,025   

２．一年内償還予定社債  100,000   200,000   100,000   

３．短期借入金 ※1 3,356,500   6,890,105   8,998,000   

４．一年内返済予定長期
借入金

※1 2,510,420   7,205,667   2,302,500   

５．未払法人税等  78,100   690,000   433,000   

６．前受金  ―   4,767,769   2,500   

７．賞与引当金  8,473   19,373   2,175   

８．その他 ※6 434,169   650,869   460,355   

流動負債合計   7,140,185 59.3  20,478,876 65.1  12,317,555 72.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  960,000   3,260,000   960,000   

２．長期借入金 ※1 1,280,760   3,762,000   664,000   

３．その他  330,121   277,986   231,995   

固定負債合計   2,570,881 21.3  7,299,986 23.2  1,855,995 10.9

負債合計   9,711,066 80.6  27,778,863 88.3  14,173,551 83.4
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前第３四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６月30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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金 ※3  971,100 8.1  ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金           

　　資本準備金  740,800   ―   ―   

資本剰余金合計   740,800 6.1  ― ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金           

　　第３四半期未処分利
益

 628,551   ―   ―   

利益剰余金合計   628,551 5.2  ― ―  ― ―

資本合計   2,340,451 19.4  ― ―  ― ―

負債及び資本合計   12,051,518 100.0  ― ―  ― ―

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   ― ―  1,056,780 3.4  982,560 5.8

２．資本剰余金           

　　資本準備金  ―   826,480   752,260   

資本剰余金合計   ― ―  826,480 2.6  752,260 4.4

３．利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   1,770,756   1,076,623   

利益剰余金合計   ― ―  1,770,756 5.6  1,076,623 6.4

株主資本合計   ― ―  3,654,016 11.6  2,811,443 16.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

    その他有価証券評価
差額金

 ―   8,362   ―   

評価・換算差額等合計   ― ―  8,362 0.0  ― ―

純資産合計   ― ―  3,662,379 11.7  2,811,443 16.6

負債純資産合計   ― ―  31,441,242 100.0  16,984,994 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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   9,837,431 100.0  23,649,945 100.0  18,022,710 100.0

Ⅱ　売上原価   8,130,031 82.6  20,183,058 85.3  14,966,795 83.0

売上総利益   1,707,400 17.4  3,466,886 14.7  3,055,915 17.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  1,048,714 10.7  1,736,971 7.3  1,595,981 8.9

営業利益   658,685 6.7  1,729,915 7.3  1,459,934 8.1

Ⅳ　営業外収益  ※2  20,774 0.2  179,178 0.8  69,442 0.4

Ⅴ　営業外費用   231,673 2.4  727,565 3.1  322,602 1.8

経常利益   447,787 4.6  1,181,528 5.0  1,206,773 6.7

Ⅵ　特別利益  ※3  5,025 0.0  ― 0.0  4,598 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4  14,275 0.1  7,671 0.0  9,245 0.0

税引前第３四半期
（当期）純利益

  438,536 4.5  1,173,857 5.0  1,202,126 6.7

法人税、住民税及び
事業税

 161,926   934,713   514,483   

法人税等調整額  22,337 184,263 1.9 △454,990 479,723 2.1 △14,702 499,781 2.8

第３四半期（当期）
純利益

  254,272 2.6  694,133 2.9  702,345 3.9

前期繰越利益   374,278 ―  ― ―  ― ―

第３四半期未処分利
益

  628,551 ―  ― ―  ― ―
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高
（千円）

982,560 752,260 ― 1,076,623 2,811,443 ― 2,811,443

当第３四半期会計期間中の変動
額

新株の発行 74,220 74,220 ― ― 148,440 ― 148,440

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期純利益   ― 694,133 694,133 ― 694,133

株主資本以外の項目の当第
３四半期会計期間中の変動
額（純額）

― ― ― ― ― 8,362 8,362

当第３四半期会計期間中の変動
額合計（千円）

74,220 74,220 ― 694,133 842,573 8,362 850,935

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,056,780 826,480 ― 1,770,756 3,654,016 8,362 3,662,379

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成17年６月30日　残高
（千円）

619,100 259,200 ― 374,278 1,252,578 ― 1,252,578

当会計期間中の変動額

新株の発行 363,460 493,060 ― ― 856,520 ― 856,520

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― 702,345 702,345 ― 702,345

株主資本以外の項目の当会
計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計（千
円）

363,460 493,060 ― 702,345 1,558,865 ― 1,558,865

平成18年６月30日　残高
（千円）

982,560 752,260 ― 1,076,623 2,811,443 ― 2,811,443
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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

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)　有価証券

 　(イ）子会社株式

 　　   移動平均法による原価法

 　

 

 

―

 

 

 

(1)　有価証券

 　(イ）子会社株式

 同左

 　(ロ）その他有価証券

 ①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）

 ②時価のないもの

 　移動平均法による原価法

(1)　有価証券

 　(イ）子会社株式

 同左

 　(ロ）その他有価証券

 ①時価のあるもの

 

 

 ―

 

 ②時価のないもの

 　同左

 (2) デリバティブ

 　　 時価法

(3) たな卸資産

   a.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

   b.貯蔵品

 　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

 同左

(2) 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

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～18年

機械装置及び運搬具　　２～３年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～35年

機械装置及び運搬具　　２～４年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～18年

機械装置及び運搬具　　３～４年

その他　　　　　　　　２～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

 

 ②　無形固定資産

 　　 自社利用のソフトウェアにつ

      いて、社内における見込利用

      可能期間（５年以内）に基づ

      く定額法

②　無形固定資産

 同左

 

②　無形固定資産

 同左

 

 ③　長期前払費用

 　　 均等償却

③　長期前払費用

 同左

③　長期前払費用

 同左

３.繰延資産の処理方法

 

 ①　新株発行費

 　　支払時に全額費用処理してお

     ります。

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 　　支払時に全額費用処理してお

     ります。

 ①　新株発行費

 ―

 

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 同左

 

 ①　新株発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

     ります。

 ②　新株交付費

 ―

 ③　社債発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

     ります。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

４.引当金の計上基準

 

 ①　貸倒引当金

 　　債権の貸倒れによる損失に備

　　 えるため、一般債権について

     は貸倒実績率により、貸倒懸

     念債権等特定の債権について

     は個別に回収可能性を勘案

     し、回収不能見込額を計上し

     ております。

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当第３四半期会計期間の

　　 負担額を計上しております。

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 同左

 

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当事業年度の負担額を計

　　 上しております。

５.り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.その他第３四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の重要な事項

 

　　　消費税等の会計処理

 　　 税抜方式によっておりま

　　　す。

　　　なお、控除対象外消費税等

      は、固定資産に係るものは

      投資その他の資産の「その

      他」に計上し（５年償

      却）、それ以外は発生年度

      の期間費用としておりま

      す。

　　　消費税等の会計処理

 同左

　　　消費税等の会計処理

 同左
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表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

 ―   前第３四半期会計期間まで流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「前受金」は、当第３四半期会計期

間末において負債の総額の100分の５を超えたため区分掲記

することとしました。

  なお、前第３四半期会計期間末の「前受金」の残高は

42,800千円であります。
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

 ※１　担保に供している資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　　　  8,330,112千円

  

（2)担保付債務

短期借入金 3,156,500千円 

一年内返済予定長期借

入金

2,480,500　

長期借入金 1,274,000　

 　計 6,911,000

  

 ※１　担保に供している資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　　　 18,056,699千円

  

（2)担保付債務

短期借入金 6,132,105千円 

一年内返済予定長期借

入金

6,984,000

長期借入金 1,683,000 

 　計 14,799,105 

  

 ※１　担保に供しれている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　　　 12,272,244千円

 

（2)担保付債務

短期借入金 8,912,000千円 

一年内返済予定長期借

入金

2,302,500

長期借入金 664,000

 　計 11,878,500

  

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 51,588千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 43,024千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 35,340千円であります。

 ※３　授権株式数及び発行済株式総数

 　　授権株式数　     普通株式　 24,000株

 　　発行済株式総数　 普通株式　  9,678株

 ※３　　　　　　　 ―  ※３　　　　　　　 ―

   ４　偶発債務

 　　債務保証

 　　次の関係会社について、金融機関からの

　　 借入に対し債務保証を行っております。

      株式会社Ｓ－fit　　3,332千円

   ４　偶発債務

 ―

   ４　偶発債務

 ―

 ※５　未収消費税等は、流動資産の「その

　　　 他」に含めて表示しております。

 ※５　未収消費税等は、流動資産の「その

　　　 他」に含めて表示しております。

 ※５　未収消費税等は、流動資産の「その

　　　 他」に含めて表示しております。

 ※６　　　　　　　　　―  ※６　未払消費税等は、流動負債の「その

       他」に含めて表示しております。

 ※６　　　　　　　　　―

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及

       び金額は次のとおりであります。

 (1)販売費

 　　広告宣伝費　　　　　　　62,265千円

 　　販売手数料　　　　　　　46,960

 　　旅費交通費　　　　　　  44,352

 (2)一般管理費

 　　給与手当　　　　　　　 297,987千円

 　　賞与引当金繰入額　　     8,473

     地代家賃　　　　　　　　64,667

 　　減価償却費　　　　　　　10,951

     業務委託費　　　　　　 150,549　

 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及

       び金額は次のとおりであります。

 (1)販売費

 　　広告宣伝費　　　　　    98,408千円

 　　販売手数料　　　　　　 604,592

 　　旅費交通費　　　　　　  32,458

 (2)一般管理費

 　　給与手当　　　　　　　 260,687千円

 　　賞与引当金繰入額　　    19,373   

     地代家賃　　　　　　　　63,181

 　　減価償却費　　　　　　   8,228

     業務委託費　　　　　　 174,542　

 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及

       び金額は次のとおりであります。

 (1)販売費

 　　広告宣伝費　　　　　　 123,455千円

 　　販売手数料　　　　　 　207,588

 　　旅費交通費　　　　　　  50,306

 　　貸倒引当金繰入額　　　     528

 (2)一般管理費

 　　役員報酬    　　　　　 104,369千円

 　　給与手当　　　　　　　 390,356

 　　賞与引当金繰入額　　     2,175

     地代家賃　　　　　　　　84,620

 　　減価償却費　　　　　　　15,221

     業務委託費　　　　　　 161,063

 ※２　関係会社との取引に係るものが次のと

　　　 おり含まれております。

 　　事務受託収入　　　　　　8,652千円

 

 ※２　関係会社との取引に係るものが次のと

　　　 おり含まれております。

 　　事務受託収入　　　　 　141,714千円

 

 ※２　関係会社との取引に係るものが次のと

　　　 おり含まれております。

 　　事務受託収入　　　　　55,338千円

 ※３　特別利益の主要な内容は、次のとおり

　　　 であります。

 　　車両運搬具売却益　　　　4,598千円

 ※３　　　　　　　　　―  ※３　特別利益の主要な内容は、次のとおり

　　　 であります。

     車両運搬具売却益　　 　4,598千円

 ※４　特別損失の主要な内容は、次のとおり

　　　 であります。

     事務所移転損失　　 　　 7,254千円

 　　債権売却損失　　　　　  7,021

 ※４　特別損失の主要な内容は、次のとおり

　　　 であります。

 　　子会社株式評価損　　　  7,364千円

     事務所移転損失　　 　　   307

 ※４　固定資産除却損の内容は、次のとおり

　　　 であります。

     工具器具備品　　 　　　1,904千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成18年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．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

１．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

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(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

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

 建物 45,123 6,810 38,312

 工具器具備品 7,325 1,220 6,104

合計 52,448 8,031 44,417

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

 建物 45,123 17,623 27,499

 工具器具備品 7,325 2,685 4,639

合計 52,448 20,309 32,139

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

 建物 45,123 9,513 35,609

 工具器具備品 7,325 1,587 5,738

合計 52,448 11,101 41,347

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 11,853千円

１年超 33,068

合計 44,922

１年内 12,282千円

１年超 20,786

合計 33,068

１年内 11,959千円

１年超 30,038

合計 41,998

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 7,521千円

減価償却費相当額 6,973

支払利息相当額 964

支払リース料 9,932千円

減価償却費相当額 9,208　　

支払利息相当額 1,003

支払リース料 10,832千円

減価償却費相当額 10,042

支払利息相当額 1,351　

(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

(5）利息相当額の算定方法

      リース料総額とリース物件の取得価額

　　　相当額との差額を利息相当額とし、各

　　　期への配分方法については、利息法に

　　　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

 同左

(5）利息相当額の算定方法

 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,238千円

１年超 1,977

合計 3,216

１年内 309,434千円

１年超 112,796

合計 422,230

１年内 73,709千円

１年超 81,491

合計 155,200
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（有価証券関係）

前四半期会計期間（平成18年３月31日現在）

 　　　該当事項はありません。

当四半期会計期間（平成19年３月31日現在）

 　　　該当事項はありません。

前連結会計年度（平成18年６月30日現在）

 　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 241,832円10銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
29,361円74銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

25,242円99銭

１株当たり純資産額 68,581円40銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
13,783円70銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

12,552円32銭

１株当たり純資産額 56,975円25銭

１株当たり当期純利益

金額
15,750円83銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
13,677円08銭

  当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき、５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。

 

１株当たり純資産額　 31,799円40銭

１株当たり当期純利益　8,606円86銭

金額

　  （注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり第３四半期（当期）純

利益金額
   

第３四半期（当期）純利益（千円） 254,272 694,133 702,345

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
254,272 694,133 702,345

普通株式の期中平均株式数（株） 8,660 50,359 44,591

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数（株） 1,413 4,940 6,844

（うち新株予約権） (1,413) (4,940) (6,844)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

 ―  ―  ―

－ 38 －



（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 １.　当社は、平成18年２月10日開催

　　 の取締役会において、株式分割

     による新株式の発行を行う旨の

     決議をいたしました。

 (1)株式分割の目的

 　  投資金額の引き下げ、及び株式

　　 の流動性の向上を図ることによ

     り、投資家の皆様により投資し

     やすい環境を整える目的で実施

     するものであります。

 (2)株式分割の概要

     ①平成18年３月31日付をもって、

　　　 平成18年３月31日最終の株主名

       簿及び実質株主名簿に記載また

       は記録された株主の所有株式数

       を、１株につき５株の割合をも

       って分割する。

     ②分割により増加する株式数

　　　 普通株式として、平成18年３月

　　　 31日最終の発行済株式総数に４

       を乗じた株式数といたします。

     ③配当起算日　平成18年４月１日

　　　 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前事

　　　 業年度における１株当たり情報

       及び当期首に行われたと仮定し

       た場合の第３四半期会計期間に

       おける１株当たりの情報は、そ

       れぞれ以下のとおりとなりま

       す。

当第３四半期会計
期間

前事業年度

１株当たり純資

産額

　48,366円42銭

１株当たり第３四

半期純利益金額

　 5,872円35銭

潜在株式調整後１

株当たり第３四半

期純利益金額

　 5,048円60銭

１株当たり純資

産額

　31,799円40銭

１株当たり当期純

利益金額

　 

　8,606円86銭 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

　　　―

 

 

 １.　当社は、平成19年５月16日開催

　　の当社取締役会において、連結子

　　会社である株式会社ティー・バ

　　イ・エスインターナショナルの株

　　式を一部売却することを決議いた

　　しました。

 (1)売却の理由

 　 当社グループにおける営業部門の

　　効率化の一環として、後記の売却

    先に株式譲渡を行うことが当事者

    及び各関係者の利益の最大化につ

    ながると判断したためでありま

    す。

 (2)売却先

 　　神谷　秀利

 (3)売却の時期

 　　平成19年５月16日

 (4)売却する子会社の事業内容

 　　不動産の売買・賃貸借・管理及び

　　 仲介

 (5)当社との取引内容

 　　不動産の売買

 (6)売却する株式数

 　　900株

 (7)売却価格

 　　180,000,000円

 (8)売却前の持分比率

 　  100％

 (9)売却後の持分比率

 　　10％

 １.　当社は、平成18年７月４日付

　　 で、当社グループの経営基盤の

　　 強化・拡大とともにインターネ

     ットを利用した不動産（販売）

     に関する情報提供サービス等に

     よる不動産営業部門やサイト広

     告営業の強化を図り収益性を高

     める為、当社66％出資による株

     式会社ギブコムを設立いたしま

     した。

 (1)商号

 　　株式会社ギブコム

 (2)代表者

 　　代表取締役　窪島　健悟

 (3)本社所在地

 　　東京都目黒区下目黒一丁目８番

　　 １号

 (4)設立年月日

 　　平成18年７月４日

 (5)主な事業内容

 　　不動産ポータルサイトの運営

 (6)決算期

 　　６月

 (7)資本の額

 　　50,000,000円

 (8)発行済株式総数

 　　1,000株
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