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平成 19 年 7 月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19 年６月６日 

上場会社名 株式会社アルデプロ （コード番号：8925 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ardepro.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 会長兼代表取締役社長   秋元竜弥 ＴＥＬ：（03）5367―2001

              責任者役職・氏名 常務取締役経営管理本部長 久保玲士 
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 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 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 ： 無 
④ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「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」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 19 年 7 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年 8月 1日 ～ 平成 19 年４月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （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７月期第３四半期 54,932  79.7 9,435  87.4 9,004  92.0 4,969  104.9

18 年７月期第３四半期 30,575  227.9 5,035  259.2 4,689   262.4 2,424  250.1

(参考)18 年７月期 43,001     7,171    6,698     3,739    

 

 
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７月期第３四半期 1,437    90 1,433    03

18 年７月期第３四半期 3,638  36 3,594  13

(参考)18 年７月期 5,572  12 5,511  23

 (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を示しております。 
   ２.平成 18 年８月１日付で１株を５株に分割しております。 
 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高水準での推移や国内金

利の引き上げ懸念などの不安定要因があったものの、企業収益の回復による設備投資の増

加や雇用情勢にも改善に広がりがみられ、つれて個人消費が堅調に推移するなど、景気は

おおむね回復基調で推移しました。 

当社が属する不動産業界におきましては、平成 19 年 1 月 1 日時点の地価公示によると、

三大都市圏や地方ブロック中心都市の地価の上昇が牽引し、全国平均では商業地および住

宅地ともに 16 年ぶりに上昇しました。これは、不動産取引の活発化が三大都市圏だけでは

なく、地方中心都市にも波及しているものと伺われます。 

また、不動産投資信託や私募型不動産ファンドによる不動産投資は引き続き活況であり、

地域によっては不動産の取得競争が激しくなってきているところも現れてきております。 
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このような状況下、当社グループでは個人向け居住用物件の販売や法人向け投資用物件

の販売が好調に推移しました。特に、投資用物件につきましては、私募型不動産ファンド

や法人からの引き合いが活発でありました。 

また、当社グループで賃貸管理業やビル管理業などのプロパティマネジメント事業を営

む、株式会社アルデプロプロパティマネジメントやジャパンリアルティスーパービジョン

株式会社の業績も順調に推移しました。さらに、電気通信工事業を営む株式会社尾髙電工

の業績も好調に推移しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は549億 32百万円（前年同期比79.7％増）、

経常利益は 90 億 4 百万円（同 92.0％増）、四半期純利益は 49億 69 百万円（同 104.9％増）とな

りました。 

 
(2) 連結財政状態の変動状況                        （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７月期第３四半期 47,934    13,917    29.0   4,022    69 

18 年７月期第３四半期 24,899 6,008 24.1 8,997  10 

(参考)18 年 7 月期 33,130 10,835 32.7 15,694  78 

  （注）平成 18 年７月期第３四半期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」

の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１

株当たり純資産」の欄に記載しております。 
(3) 連結キャッシュ・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７月期第３四半期 △9,200    △1,724    9,329     7,043    

18 年７月期第３四半期 △8,819 △1,466 9,879 1,577 

(参考)18 年 7 月期 △7,463 △1,390 15,509 8,639 

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、今後の売上増加のた

めの物件仕入を積極的に行うと同時に、売上も順調に推移し、70億 43 百万円（前第３四半期連

結会計期間は 15 億 77 百万円）となりました。 

 当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において営業活動により支出した資金は 92 億円（前第３四半期連

結会計期間は 88 億 19 百万円の支出）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が 87

億 72 百万円となったものの、物件仕入を積極的に行ったことによるたな卸資産の増加 117 億 6

百万円、前渡金の増加 29億 91 百万円や法人税等の支払額 44 億 2 百万円等によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において投資活動により支出した資金は 17 億 24 百万円（前第３四

半期連結会計期間は 14億 66 百万円の支出）となりました。これは、主に業務提携を推進するた
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めに取得した株式会社アライブ コミュニティの株式等の取得による支出2億35百万円等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結会計期間において財務活動により増加した資金は 93 億 29 百万円（前第３四
半期連結会計期間は 98億 79 百万円）となりました。これは、物件仕入に伴う短期借入金の増加
110 億 95 百万円等が主な要因であります。 
 
３．平成 19 年 7 月期の連結業績予想（平成 18 年 8月 1日 ～ 平成 19 年 7月 31 日） 

 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 83,481 13,357 7,477 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,161 円 86 銭 

[業績予想に関する定性的情報等] 

今後の不動産業界につきましては、景気拡大を背景に地価の緩やかな上昇が予想され、

不動産取引は更に活発に行われるものと見込まれます。また、地価の先高感が台頭するな

か、住宅購入希望者のなかには住宅取得を急ぐ傾向も見られます。 

収益用不動産につきましては、引き続き不動産投資信託や私募不動産ファンドからの購

入意欲は高いものと予想されます。 

このような環境下、当社グループの中核をなす株式会社アルデプロにおきましては、平

成 19 年６月６日現在、全国９支店 29 営業所体制へと拡充し営業活動を行っており、全国

規模で様々な不動産情報を収集できる体制を整備しつつあります。新規開設の営業所の立

ち上がりも順調で、収益に寄与しつつあり、今後も個々の拠点の成長と業績拡大が見込ま

れます。また、平成 19 年６月６日付「通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のと

おり、当社グループ会社を通じて全国の優良な不動産情報が寄せられてきており、これも

収益を押し上げるものと見込んでおります。 

グループ会社の株式会社アルデプロプロパティマネジメントやジャパンリアルティスー

パービジョン株式会社におきましても、管理物件数の増加により、順調な業績を見込んで

おります。また、株式会社尾髙電工につきましても、引き続き官公庁や大手企業向け電気

通信工事の増加に取り組み、堅調な業績推移が予想されます。 

なお、子会社化しました株式会社オーパス、株式会社サワケンホーム、株式会社ＡＲＴ

都市開発、株式会社勤住ライフ、株式会社日本インベスターズサービスの業績につきまし

ては、来期（平成 20 年７月期）から当社連結業績に加わります。 

以上から、平成 19 年７月期通期連結業績は売上高 834 億 81 百万円、経常利益 133 億 57 百万

円、当期純利益 74 億 77 百万円を予想しております。 

 

※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであ

り、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 



 
 

 4

 

〔添付資料〕 

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４月30日現在) 

 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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 1,855,588  
 

7,078,962   8,801,345  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※４ 1,565,172  
 

296,705   800,489  

 ３ たな卸資産  ―  
 

31,453,417   ―  

 ４ 販売用不動産 ※２ 17,896,358 ―  19,597,304

 ５ 仕掛品  129,897 ―  149,267

 ６ 前渡金  516,167 3,525,398  534,308

 ７ その他  730,699 2,377,105  867,722

   貸倒引当金  △66,646 △58,415  △64,969

   流動資産合計  22,627,237 90.9 44,673,172 93.2 30,685,468 92.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 
※ 

１,２ 
188,685  

 
 246,589   194,076  

 ２ 無形固定資産    

   （１）のれん  ― 864,504   973,661

   （２）その他  555,479 555,479 48,432 912,936  21,901 995,562

３ 投資その他の資産  1,528,261 2,102,179  1,255,714

   固定資産合計  2,272,426 9.1 3,261,705 6.8 2,445,354 7.4

   資産合計  24,899,663 100.0 47,934,878 100.0 33,130,822 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

(平成18年４月30日現在) 

 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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 支払手形及び買掛金  167,716 299,770   228,259

 ２ 短期借入金 
※ 

２,３ 
14,493,700 27,770,342   16,674,920

 ３ 一年以内返済予定の
長期借入金 

 4,440 9,000   4,440

 ４ 未払法人税等  1,959,528 2,414,627   2,797,811

 ５ 賞与引当金  65,488 70,468   32,176

 ６ 役員賞与引当金  ― 5,662   3,850

 ７ その他  1,710,387 2,929,114   2,066,338

   流動負債合計  18,401,261 73.9 33,498,985 69.9  21,807,795 65.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  450,000 450,000   450,000

 ２ 長期借入金  4,090 30,000   2,980

 ３ 退職給付引当金  28,188 38,480   34,695

 ４ その他  449 ―   ―

   固定負債合計  482,728 1.9 518,480 1.1  487,675 1.5

   負債合計  18,883,989 75.8 34,017,465 71.0  22,295,471 67.3

    

（少数株主持分）    

   少数株主持分  7,050 0.0 ― ―  ― ―
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前第３四半期連結会計期間末

(平成18年４月30日現在) 

 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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 1,180,700 4.7 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金 1,021,670 4.1 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金 3,806,253 15.3 ― ―  ― ―

   資本合計 6,008,623 24.1 ― ―  ― ―

   負債、少数株主持分及
び資本合計 

24,899,663 100.0 ― ―  ― ―

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金 ― ― 2,937,965 6.1  2,930,948 8.8

 ２ 資本剰余金 ― ― 2,778,935 5.8  2,771,918 8.4

 ３ 利益剰余金 ― ― 8,195,819 17.1  5,126,905 15.5

   株主資本合計 ― ― 13,912,719 29.0  10,829,771 32.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １ その他有価証券評価
差額金 

― ― 127 0.0  ― ―

   評価・換算差額等合計 ― ― 127 0.0  ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 4,565 0.0  5,579 0.0

   純資産合計  ― ― 13,917,412 29.0  10,835,351 32.7

   負債純資産合計  ― ― 47,934,878 100.0  33,130,822 100.0
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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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７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 30,575,296 100.0 54,932,974 100.0  43,001,471 100.0

Ⅱ 売上原価 23,979,462 78.4 41,420,725 75.4  33,648,697 78.3

売上総利益 6,595,834 21.6 13,512,248 24.6  9,352,773 21.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,560,626 5.1 4,076,608 7.4  2,181,252 5.0

営業利益 5,035,207 16.5 9,435,639 17.2  7,171,521 16.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 1,953 4,233   1,976 

２ 受取配当金 ― 400,282   ― 

３ その他 42,633 44,587 0.1 134,951 539,467 1.0 70,930 72,907 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 203,703 550,369   305,437 

２ 支払手数料 48,328 243,038   68,113 

３ 消費税相殺差損 59,662 135,500   76,069 

４ 新株発行費 1,927 ―   22,647 

５ 社債発行費 8,550 ―   ― 

６ 株式交付費 ― 21,492   ― 

７ 貸倒引当金繰入額 ― 7,051   ― 

８ その他 68,608 390,779 1.3 12,708 970,161 1.8 73,978 546,245 1.3

経常利益 4,689,014 15.3 9,004,946 16.4  6,698,183 15.6
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７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
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 関係会社株式売却益 ― ―   51,918 

２ 移転利益 ― ―   1,904 

３ 貸倒引当金戻入益 ― ―   6,216 

４ 固定資産売却益 ※２ ― 923   32,043 

５ 前期損益修正益 ※３ 2,011 2,011 0.0 ― 923 0.0 6,058 98,141 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 9,184 1,830   9,184 

２ 固定資産売却損 ※５ ― 2,410   35 

３ 本社移転費用 8,842 ―   8,842 

４ 前期損益修正損 ※６ ― ―   6,403 

５ 貸倒引当金繰入額 ― 22,126   19,052 

６ 貸倒損失 ― ―   1,968 

７ 移転損失 ― ―   17,371 

８ 営業権償却額 28,571 ―   ― 

９ のれん償却額 ― ―   28,571 

10 販売用不動産 

構造等調査費用 
19,450 ―   19,719 

11 減損損失 ※７ ― 7,786   ― 

12 投資有価証券評価損 ― 66,048 0.2 199,454 233,608 0.4 ― 111,148 0.3

    

税金等調整前第３四半期 

(当期)純利益 
4,624,977 15.1 8,772,261 16.0  6,685,175 15.5

法人税、住民税及び事業税 2,365,887 4,019,075   3,185,175 

法人税等調整額 △166,442 2,199,444 7.2 △216,409 3,802,666 6.9 △238,577 2,946,597 6.8

少数株主利益又は少数株主

損失（△） 
787 0.0 262 0.0  △683 △0.0

第３四半期(当期)純利益 2,424,744 7.9 4,969,332 9.0  3,739,261 8.7
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（3）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８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

区分 金額(千円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,019,900 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 増資による新株の発行 1,770 1,770 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末残高 1,021,670 

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,837,099 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 第３四半期純利益 2,424,744 2,424,744 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金 285,141  

  ２ 中間配当額 166,600  

 ３ 役員賞与 3,850 455,591 

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末残高 3,806,253 
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（４）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年４月 30 日)           （単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年７月31日残高 2,930,948 2,771,918 5,126,905 10,829,771

当第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

 新株の発行    7,017 7,017 ― 14,034

 剰余金の配当 ― ― △1,900,418  △1,900,418 

 第３四半期純利益 ― ― 4,969,332 4,969,332

 株主資本以外の項目の当第

３四半期連結会計期間の変

動額（純額） 

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期間の

変動額合計 
7,017 7,017 3,068,914 3,082,948

平成19年４月30日残高 2,937,965 2,778,935 8,195,819 13,912,719

  

 評価・換算差額 

 
その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年７月31日残高 ― ― 5,579 10,835,351

当第３四半期連結会計期間中

の変動額 
 

 新株の発行 ― ― ― 14,034

 剰余金の配当 ― ― ― △1,900,418

 第３四半期純利益 ― ― ― 4,969,332

 株主資本以外の項目の当第

３四半期連結会計期間の変

動額（純額） 

127 127 △1,013 △886

当第３四半期連結会計期間の

変動額合計 
127 127 △1,013 3,082,061

平成19年４月30日残高 
127 127 4,565 13,917,412

 

前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年７月 31 日)    （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
少数株主持分 純資産合計 

平成17年７月31日残高 1,178,930 1,019,900 1,837,099 4,035,929 46 4,035,976

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,752,018 1,752,018 ― 3,504,036 ― 3,504,036

 剰余金の配当 ― ― △451,741 △451,741 ― △451,741

 役員賞与の支給 ― ― △3,850 △3,850 ― △3,850

連結子会社減少による剰余金

増加額 
― ― 6,136 6,136 ― 6,136

 当期純利益 ― ― 3,739,261 3,739,261 ― 3,739,261

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― 5,533 5,533

連結会計年度中の変動額合計 1,752,018 1,752,018 3,289,805 6,793,841 5,533 6,799,375

平成18年７月31日残高 2,930,948 2,771,918 5,126,905 10,829,771 5,579 10,835,351
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（５）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８月１日

至 平成18年４月30日)

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４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８月１日

至 平成18年７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     

税金等調整前第３四半期（当期）純利益  4,624,977 8,772,261 6,685,175 

減価償却費  15,953 30,187 22,940 

連結調整勘定償却額  90,805 ― ― 

営業権償却  87,622 ― ― 

のれん償却額  ― 109,157 168,950 

貸倒引当金の増減額(減少:△)  31,712 △6,553 22,077 

賞与引当金の増加額  46,510 38,292 12,935 

役員賞与引当金の増加額  ― 1,812 3,850 

退職給付引当金の増減額(減少:△)  1,190 3,784 △626 

受取利息及び受取配当金  △1,953 △404,516 △1,976 

支払利息  203,703 550,369 305,437 

投資有価証券評価損  ― 199,454 ― 

新株発行費  1,927 ― ― 

株式交付費  ― 21,492 22,647 

社債発行費  8,550 ― 8,550 

関係会社株式売却益  ― ― △51,918 

土地売却益  ― ― △32,043 

固定資産除却損  9,184 1,830 9,184 

固定資産売却損  ― 1,486 35 

本社移転費用  8,842 ― 8,842 

売上債権の増減額(増加:△)  △1,402,143 503,784 △561,896 

たな卸資産の増加額  △11,735,323 △11,706,845 △13,446,224 

前渡金の増加額  △327,260 △2,991,089 △345,402 

その他流動資産の増加額  △73,355 △183,836 △293,879 

仕入債務の増減額(減少:△)  51,429 71,510 △201 

預り金の増加額  715,275 ― ― 

未払消費税等の増減額(減少:△)  △156,676 67,119 △3,701 

前受金の増減額(減少:△)  25,000 △135,984 132,914 

その他流動負債の増加額  238,469 804,178 1,226,297 

その他  △17,680 △6,363 △2,677 

小計  △7,553,237 △4,258,465 △6,110,708 

利息及び配当金の受取額  1,953 4,516 1,976 

利息の支払額  △220,120 △543,928 △305,437 

法人税等の支払額  △1,038,961 △4,402,822 △1,040,087 

本社移転による支出  △8,842 ― △8,842 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △8,819,208 △9,200,699 △7,463,098 
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区分 

 前第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成17年８月１日

至 平成18年４月30日)

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４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８月１日

至 平成18年７月31日)

 
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  △192,503 △48,971 △71,657 

定期預金の払戻による収入  ― 175,173 24,003 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入 

 ― ― 78,640 

子会社株式の取得による支出  △1,024,642 ― 6,216 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

 ― ― △631,773 

出資金の取得による支出  ― △800,000 ― 

出資金の回収による収入  ― 850,000 ― 

投資有価証券の取得による支出  △259,400 △235,480 △2,506,350 

投資有価証券の売却による収入  ― ― 1,572,000 

有形固定資産の売却による収入  ― 1,504 50,193 

有形固定資産の取得による支出  △60,098 △92,597 △90,674 

無形固定資産の取得による支出  △7,864 ― △7,666 

差入保証金の支払による支出  △161,801 △260,786 △199,151 

差入保証金の返還による収入  69,641 285,629 65,539 

貸付による支出  △400,000 △902 △250,000 

貸付金の回収による収入  570,000 568 570,000 

その他  △173 △1,598,860 474 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,466,840 △1,724,722 △1,390,206 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  9,961,328 11,095,422 12,142,548 

長期借入による収入  ― 45,000 ― 

長期借入の返済による支出  △3,330 △13,420 △4,440 

社債の発行による収入  441,450 14,034 441,450 

社債の償還による支出  △100,000 ― △100,000 

株式の発行による収入  1,613 ― 3,481,388 

配当金の支払額  △421,430 △1,790,223 △451,741 

その他  ― △21,492 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,879,630 9,329,319 15,509,205 

     

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △406,418 △1,596,101 6,655,900 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,983,999 8,639,899 1,983,999 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)

残高 
※１ 1,577,581 7,043,798 8,639,899 
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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８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

ジャパンリアルティスーパ

ービジョン株式会社 

株式会社アルデプロアセッ

トマネジメント 

株式会社アルデプロプロパ

ティマネジメント 

なお、平成 17 年 10 月 18 日に

100%出資し、株式会社アルデプ

ロアセットマネジメントを設

立し、また、平成 18 年３月 20

日に 100％出資し、株式会社ア

ルデプロプロパティマネジメ

ントを設立しております。 

なお、平成 18 年３月 15 日に

株式会社尾髙電工の全株式を

取得し当社の子会社としまし

たが、同社の決算日である５月

31 日を支配獲得日とみなして

おり、当第３四半期連結会計期

間においては連結の範囲に含

めておりません。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

ジャパンリアルティスーパー

ビジョン株式会社 

株式会社アルデプロプロパテ

ィマネジメント 

株式会社尾髙電工 

 以上の子会社を連結してお

ります。 

なお、平成 19 年３月７日に株

式会社オーパスの全株式を取

得し当社の子会社とし、また株

式会社オーパスの 100％子会社

として株式会社サワケンホー

ムおよび株式会社ＡＲＴ都市

開発があり、また平成 19 年４

月 19 日に株式会社勤住ライフ

の 93.6％を取得し当社の子会

社とし、また平成 19 年４月 27

日に株式会社日本インベスタ

ーズサービスの 75.0％を取得

し当社の子会社といたしまし

た。しかし、これらの会社の決

算日である５月 31 日を支配獲

得日とみなしており、当第３四

半期連結会計期間においては

連結の範囲に含めておりませ

ん。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

ジャパンリアルティスーパー

ビジョン株式会社 

株式会社アルデプロプロパテ

ィマネジメント 

株式会社尾髙電工 

 すべての子会社を連結して

おります。 

 プラネットサポート株式会

社については、平成17年11月１

日付でジャパンリアルティス

ーパービジョン株式会社と合

併しております。 

なお、平成 18 年３月 20 日に

当社の 100%出資により、株式

会社アルデプロプロパティマ

ネジメントを設立し、また平成

18 年３月 15 日に株式会社尾髙

電工の全株式を取得し当社の

子会社といたしました。 

 なお、平成 17 年 10 月 18 日

に当社の 100%出資により、株

式会社アルデプロアセットマ

ネジメントを設立しましたが、

平成18年７月31日に当社持株

比率の 85.05％を譲渡しており

ます。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社及び関連会社

はありません。 

 

同左 同左 

３ 連結子会社の四半期決

算日（決算日）に関する事

項 

連結子会社の四半期決算日

は、四半期連結決算日と一

致しております。 

連結子会社の四半期決算日が

四半期連結決算日と異なる会

社は次のとおりであります。 

会社名 四半期 

決算日 

株式会社 

尾髙電工 

２月28日

 連結子会社の四半期決算日

現在の財務諸表を使用してお

ります。ただし、四半期連結

決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

 

連結子会社の決算日が連結決

算日と異なる会社は次のとお

りであります。 

会社名 決算日 

株式会社 

尾髙電工 

５月31日

 連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行

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８月１日 

  至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

( 自 平成18年８月１日 

  至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

   至 平成18年７月31日) 

４ 会計処理基準に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

１. 有価証券 

①その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

 

 

１. 有価証券 

①その他有価証券 

時価のあるもの 

四半期連結決算期末日の

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）に

よっております。 

１. 有価証券 

①その他有価証券 

 時価のあるもの 

連結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）によってお

ります。 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

時価のないもの 

同左 

 

時価のないもの 

同左 

 

 ２. たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

個別法による原価法によ

っております。 

２. たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

 同左 

２. たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

 同左 

 ②貯蔵品 

終仕入原価法によって

おります。 

 

②原材料及び貯蔵品 

  同左 

 

②原材料及び貯蔵品 

   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 

定率法によっております。

但し、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       28年 

建物附属設備 ３～15年 

構築物    10～15年 

機械装置   ９～15年 

車両運搬具  ２～６年 

工具器具備品 ３～10年 

１．有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15～28年 

建物附属設備 ３～22年 

構築物    ９～20年 

機械及び装置 ９～15年 

車両運搬具  ２～６年 

工具器具備品 ３～20年 

１．有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15～28年 

建物附属設備 ３～22年 

構築物    ９～20年 

機械及び装置 ９～15年 

車両運搬具  ２～６年 

工具器具備品 ３～20年 

２. 無形固定資産 

①ソフトウェア 

自社利用のソフトウェアに

ついて、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。 

２. 無形固定資産 

①ソフトウェア 

同左 

 

 

 

２. 無形固定資産 

①ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

②営業権 

５年以内で均等償却してお

ります。 

３. 長期前払費用 

定額法によっております。

 

 

 

３. 長期前払費用 

同左 

 

 

 

３. 長期前払費用 

同左 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

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基づき、

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。 

 

１. 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

１. 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

２. 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えて、賞与支給見込額

の当第３四半期連結会計期

間負担額を計上しておりま

す。 

 

２. 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

２. 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えて、賞与支給見込額

の当連結会計年度負担額を

計上しております。 

 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

３. 役員賞与引当金 ３. 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当第３四半

期連結会計期間に見合う分

を計上しております。 

３. 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当連結会計

年度に見合う分を計上して

おります。 

 ４. 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当第３四半期連結会計期

間末における退職給付債務に

基づき計上しております。 

４. 退職給付引当金 

同左 

４. 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務に基づき計上

しております。 

(4) 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 

(5) その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項 

１．消費税等の会計処理 

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

まます。 

１．消費税等の会計処理 

同左 

１．消費税等の会計処理 

同左 

５ 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 

四半期連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。 

 

同左 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。
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会計処理の変更 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

これによ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） 

 当連結会計年度から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10月31

日企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間は「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第４号）

を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、9,362千円減少しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準第４号）を適用

しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益が、3,850千円減少しております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間は「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。 

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、13,912,831千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正による四

半期連結貸借対照表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。 

１ 前第３四半期連結会計期間におけ

る「資本の部」は、当第３四半期連結

会計期間から「純資産の部」となり、

「純資産の部」は｢株主資本の部」及

び「評価・換算差額等」に分類して表

示しております。 

２ 前第３四半期連結会計期間におい

て独立掲記しておりました「資本金」、

「資本剰余金」及び「利益剰余金」は

当第３四半期連結会計期間において

は「株主資本」の内訳科目として表示

しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当連結会計年度から「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。 

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、10,829,771千円であります。

連結財務諸表規則の改正による連結貸借

対照表の表示に関する変更は以下のとお

りであります。 

１ 前連結会計年度における「資本の

部」は、当連結会計年度から「純資産

の部」となり、「純資産の部」は｢株主

資本の部」及び「評価・換算差額等」

に分類して表示しております。 

２ 前連結会計年度において独立掲記

しておりました「資本金」、「資本剰余

金」及び「利益剰余金」は当連結会計

年度においては「株主資本」の内訳科

目として表示しております。 
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表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

 

 

     

（連結四半期貸借対照表） 

販売用不動産 

 前第３四半期連結会計期間において区分掲記していた「販

売用不動産」（当第３四半期連結会計期間30,739,047千円）

については、流動資産の「たな卸資産」に含めて表示して

おります。 

仕掛品 

前第３四半期連結会計期間において区分掲記していた「仕掛

品」（当第３四半期連結会計期間714,369千円）については、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「た

な卸資産」に含めて表示しております。 

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減額」

は、前第３四半期連結会計期間は「その他流動負債の増減

額」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため、区分掲記しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間の「その他流動負債の増

減額」に含まれている「預り金の増減額」は41,896千円で

あります。 

 

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

中間連結財務諸表規則の改正によって、当第３四半期連結

会計期間は「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲

記されていた「連結調整勘定償却額」は、「のれん償却額」と

表示されております。 

前第３四半期連結会計期間において区分掲記していた｢預

り金の増減額｣（当第３四半期連結会計期間184,361千円）に

ついては、金額的重要性が低くなったため、営業活動による

キャッシュ・フローの｢その他流動負債の増減額｣に含めて表

示しております。 

 

追加情報 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

 （偶発債務） 

 当社は、平成18年７月３日付で東西アセ

ット・マネジメント㈱より、不動産物件の

紹介に係る違約金等として178,634千円の

支払の催告を受けております。 

当社では、この支払の根拠について事実

関係を確認しておりますが、現時点では、

当社に支払義務はないものと判断してお

ります。 

（偶発債務） 

 同左 
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注記事項 

(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４月30日現在) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前連結会計年度末 

(平成18年７月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   

56,861千円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

83,442千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

84,352千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

販売用不動産 15,789,925千円 

建物        5,265千円 

土地        1,506千円 

 

担保付債務 

短期借入金  13,915,500千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

現金及び預金        150,000千円

販売用不動産     22,993,462千円

建物             67,692千円

土地            1,506千円

担保付債務 

短期借入金     25,613,952千円

なお、上記の土地については、根抵当権

(極度額1,000,000千円)および抵当権が

設定されております。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

現金及び預金   150,000千円 

販売用不動産 17,130,921千円 

建物        5,265千円 

土地        1,506千円 

担保付債務 

短期借入金  16,357,120千円 

※３ 当社は、取引銀行との間に当座貸越契

約を締結しており、当該契約に基づく当

第３四半期連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約の総額 3,500,000千円 

借入実行残高 2,705,800千円 

差引額 794,200千円 
 

※３ 当社は、取引銀行６行との間に当座貸

越契約およびコミットメントライン契

約を締結しており、当座貸越契約および

コミトッメントライン契約に基づく当

第３四半期連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約および

コミットメントライ

ンの総額 

7,000,000千円 

借入実行残高 2,913,000千円 

差引額 4,087,000千円 
 

※３ 当社は、取引銀行との間に当座貸越契

約を締結しており、当該契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

当座貸越契約の総額3,200,000 千円 

借入実行残高 2,234,190 千円 

差引額 965,810 千円  

 ※４ 受取手形の裏書譲渡高は 12,315 千円

であります。 

※４ 受取手形の裏書譲渡高は10,400千円

であります。 
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(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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料     139,839千円 

役員報酬      88,630千円 

給与及び賞与    472,664千円 

連結調整勘定償却額 90,805千円 

賞与引当金繰入額  45,596千円 

貸倒引当金繰入額  31,939千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料     505,362千円 

給与及び賞与     977,484千円 

のれん償却額     109,157千円 

賞与引当金繰入額  71,567千円 

貸倒引当金繰入額  25,432千円 

役員賞与引当繰入額  7,475千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 182,442千円 

貸倒引当金繰入額 12,972千円 

役員報酬 117,070千円 

役員賞与引当金繰入 3,850千円 

給与及び賞与 699,851千円 

賞与引当金繰入額 24,882千円 

退職給付費用 2,096千円 

のれん償却額 121,074千円 

 

 ※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具     923千円 

 

  ※３ 前期損益修正益の内訳 

未払社会保険料

の時効発生 
6,058千円

 
※４ 固定資産除却損の内訳 

建物付属設備      6,619千円 

工具器具備品     2,565千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物付属設備 1,617千円

工具器具備品 146千円

電話加入権  66千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物 6,619千円

工具器具備品 2,565千円
 

 ※５ 固定資産売却損の内訳 

建物  2,353千円

工具器具備品 56千円
 

※５ 固定資産売却損の内訳 

電話加入権  35千円
 

 

 

 ※６ 前期損益修正損の内訳 

過年度延滞税  6,403千円
 

 ※７減損損失 

当第３四半期連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 金額  
（千円）

近畿圏 その他

事業 

建物付属設備

工具器具備品
7,786

当社グループは、原則として、事業の種

類別･地域別に資産のグルーピングを行っ

ております。その他事業について、一部資

産の遊休化が発生したため、該当資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額

を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

なお、当該資産の回収可能価額は使用価

値により測定しておりますが、将来キャッ

シュフローに基づく評価額がマイナスで

あるため、回収可能価額はゼロと算定して

おります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期連結会計年度（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当第３四半期連結会
計期間増加株式数 

当第３四半期連結会
計期間減少株式数 

当第３四半期連結会
計期間末株式数 

普通株式（株） 690,379 2,768,216 ― 3,458,595

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

株式分割（1：5）による株式の発行      2,761,516株 

ストックオプションの行使による増加    6,700株 

 
２．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年10月29日 

定時株主総会 
普通株式 932,011 1,350 平成18年７月31日 平成18年10月31日 

平成19年３月６日 

取締役会 
普通株式 968,406 280 平成19年１月31日 平成19年４月６日 

 
 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数 
当連結会計年度 

増加株式数 
当連結会計年度 

減少株式数 
当連結会計年度末 

株式数 

普通株式（株） 663,120 27,259 ― 690,379

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第三者割当による株式の発行  21,339株 

ストックオプションの行使による増加  5,920株 

 
２．配当に関する事項 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成17年10月26日 

定時株主総会 
普通株式 285,141 430 平成17年７月31日 平成17年10月27日

平成18年３月１日 

取締役会 
普通株式 166,600 250 平成18年１月31日 平成18年４月３日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年10月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 932,011 1,350 平成18年７月31日 平成18年10月31日
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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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

 ※１ 現金及び現金同等物の第３四半期連

結会計期間末残高と四半期連結貸借対

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３四半期連結

会計期間末残高と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連結会計年度末

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４月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,855,588千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 △278,006千円 

現金及び現金同等物 1,577,581千円 

 

(平成19年４月30日現在)

現金及び預金勘定 7,078,962千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △85,569千円

有価証券勘定のうち

マネー・マネジメン

ト・ファンド 50,404千円

現金及び現金同等物 7,043,798千円

(平成18年７月31日現在)

現金及び預金勘定 8,801,345千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △211,771千円

有価証券勘定のうち

マネー・マネジメン

ト・ファンド 50,326千円

現金及び現金同等物 8,639,899千円

 

(リース取引関係) 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31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 

 取得価額 

相 当 額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

第３四半 

期末残高 

相 当 額 

工具器

具備品 

千円 

7,000 

千円 

1,866 

千円 

5,133 

合計 7,000 1,866 5,133 

 

②未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内 1,384 千円 

１年超 3,803 千円 

合計 5,188 千円 

 

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 1,093 千円 

減価償却費相当額 1,049 千円 

支払利息相当額 70 千円 

 

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。 

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。 

 

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 

 取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

第３四半

期末残高

相 当 額

工具器

具備品

千円

7,000

千円

3,266

千円

3,733

合計 7,000 3,266 3,733

 

②未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内 1,407 千円 

１年超 2,396 千円 

合計 3,803 千円 

 

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 1,093 千円 

減価償却費相当額 1,049 千円 

支払利息相当額 53 千円 

 

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 

同左 

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

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 取得価額 

相 当 額 

減価償却

累 計 額

相 当 額

期末残高

相 当 額

工具器

具備品 

千円 

7,000 

千円

2,216

千円

4,783

合計 7,000 2,216 4,783

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 1,390 千円 

１年超 3,454 千円 

合計 4,844 千円 

 

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 1,458 千円 

減価償却費相当額 1,399 千円 

支払利息相当額 90 千円 

 

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 

同左 
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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４月30日現在) 

1. 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 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 84,400 

合計 84,400 

 

当第３四半期連結会計期間末 (平成19年４月30日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 四半期連結貸借対照表計

上額（千円） 

差額（千円） 

四半期連結貸借対照表計

上額が取得原価を超える

もの 

 

① 株式 2,365 4,013 1,647

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 2,365 4,013 1,647

四半期連結貸借対照表計

上額が取得原価を超えな

いもの 

 

① 株式 233,180 55,450  △177,730

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 233,180 55,450 △177,730

合計 235,545 59,463 △176,082

 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

区分 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 非上場株式 91,568

② マネー・マネジメント・ファンド 50,404

合計 141,973
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前連結会計年度末(平成18年７月31日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額

（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

 

① 株式 ― ― ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

 

① 株式 4,294 4,294 ―

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

小計 4,294 4,294 ―

合計 4,294 4,294 ―

 

２．当期中に売却したその他有価証券 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

1,674,060 51,918 ―

 

３．時価評価されていない有価証券の内容 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

① 投資事業組合に対する出資 850,000

② 非上場株式 110,492

③ マネー・マネジメント・ファンド 50,326

合計 1,010,819
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(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日) 

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

1. 事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日) 

 中古マンショ

ン再活事業 

（千円） 

不動産販売 

事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 17,464,396 11,438,432 1,672,467 30,575,296 ― 30,575,296

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― 169,840 169,840 （169,840） ―

計 17,464,396 11,438,432 1,842,308 30,745,137 （169,840） 30,575,296

営業費用 14,664,065 9,057,323 1,442,851 25,164,240 375,849 25,540,089

営業利益 2,800,331 2,381,108 399,457 5,580,896 (545,689） 5,035,207

(注) 1 事業区分の方法 

商品の種類、性質、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照

らし、事業を区分しております。 

2 各事業の主な種類 

(1) 中古マンション再活事業…中古マンションの販売 

(2) 不動産販売事業…ビル、商業施設、ホテルの販売 

(3) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

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、

453,311千円であり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。 
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当第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 

 中古マンショ

ン再活事業 

（千円） 

不動産販売 

事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 23,526,750 28,466,664 2,939,559 54,932,974 ― 54,932,974

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― 758,105 758,105 (758,105) ―

計 23,526,750 28,466,664 3,697,665 55,691,079 (758,105) 54,932,974

営業費用 18,984,542 21,982,903 2,455,669 43,423,115 2,074,218 45,497,334

営業利益 4,542,208 6,483,760 1,241,995 12,267,963 (2,832,323) 9,435,639

(注) 1 事業区分の方法 

商品の種類、性質、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照

らし、事業を区分しております。 

   2 各事業の主な種類 

(1) 中古マンション再活事業…中古マンションの販売 

(2) 不動産販売事業…ビル、商業施設、ホテルの販売 

(3) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

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、

2,852,473千円であり、その主なものは、管理部門に係る営業費用でありま

す。 
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前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 中古マンショ

ン再活事業 

（千円） 

不動産販売 

事業 

（千円） 

その他事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上 

  高 

26,279,054 14,314,164 2,408,251 43,001,471 ― 43,001,471

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― 50,193 263,808 314,001 （314,001） ―

計 26,279,054 14,364,358 2,672,059 43,315,472 （314,001） 43,001,471

営業費用 22,083,467 11,265,092 2,214,545 35,563,104 266,844 35,829,949

営業利益 4,195,587 3,099,266 457,514 7,752,368 （580,846） 7,171,521

(注) 1 事業区分の方法 

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) 中古マンション再活事業…中古マンションの販売 

(2) 不動産販売事業…ビル、商業施設、ホテル等の販売 

(3) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

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、
547,771千円であり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日) 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあり

ません。 
 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあり

ません。 
 
前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はあり
ません。 

 

３ 海外売上高 

前第３四半期連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日) 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 
 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

１株当たり純資産額 8,977円10銭 4,022円69銭 15,694円78銭

１株当たり第３四半期(当期)純利益 3,638円36銭 1,437円90銭 5,572円12銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期(当期)純利益 

3,594円13銭 1,433円03銭 

当社は、平成18年８月１日

付で１株を５株に分割いたし

ました。 

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

当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなりま

す。 
 

前第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 

１株当たり純

資産額 

1,799円42銭 3,138円95銭 

１株当たり当

期純利益 

１株当たり当

期純利益 

727円67銭 1,114円42銭 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

718円83銭 1,102円24銭 

5,511円23銭

   

(注) 算定上の基礎 

① １株当たり純資産額 

 
前第３四半期連結会計期間末

(平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年７月31日) 

四半期連結貸借対照表（連結貸

借対照表）の純資産の部の合計

額（千円） 

― 13,917,412 10,835,351

普通株式に係る純資産額(千円) ― 13,912,846 10,829,771

四半期連結貸借対照表（連結貸

借対照表）の純資産の部の合計

額と１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式に係る第

３四半期連結会計期間（連結会

計年度）末の純資産額との差額

（千円） 

（うち少数株主持分） 

― 

（―）

4,565 

 

 

（4,565） 

5,579 

（5,579）

普通株式の発行済株式数(株) ― 3,458,595 690,379

普通株式の自己株式数（株） ― ― ― 

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数（株） 
― 3,458,595 690,379
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 ２.１株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利

益  

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前第３四半期連結会計期間

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

１株当たり第３四半期(当期)純利益 
 

第３四半期(当期)純利益(千円) 2,424,744 4,969,332 3,739,261 

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) 
2,424,744 4,969,332 3,739,261 

普通株式の期中平均株式数(株) 666,438 3,455,969 671,065 

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期(当期)純利益 
   

第３四半期(当期)純利益調整額

（千円） 
― ― ― 

普通株式増加数（株） 8,203 11,752 7,415 

（うち新株予約権(株)）   （8,203） （11,752）    （7,415）

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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

Ⅰ． 新株発行について 

平成18年４月28日開催の取締役会におい

て、下記のとおり第三者割当による新株式

発行を決議し、平成18年５月22日に払込が

完了しております。 

(1)  発行する株式の種類及び数 

普通株式 21,339 株 

(2)  発行価格 

１株につき 164,000 円 

(3) 資本組入額の総額 

1,749,798,000 円 

(4) 払込期日 

平成 18 年５月 22 日 

(5) 配当起算日 

平成 18 年２月１日 

(6) 資金の使途 

今後の当社グループの拡大を見込

んだＭ＆Ａ資金および不動産物件の

仕入資金に充当する予定でありま

す。 

 

Ⅱ． 株式分割について 

1. 株式分割の目的 

当社の株主数は、当社ならびに当社グル

ープが展開する中古マンション再活事業お

よび不動産販売事業へのご理解をいただ

き、平成17年7月31日現在の5,015名から平

成18年1月31日現在では17,618名へと増加

しております。今回の株式分割により、1株

当たりの投資金額を引き下げることによっ

て、投資家の皆さまにとってさらに投資し

やすい環境を整えたいと考えております。

このことにより、当社株式の流動性向上と

投資家層の拡大を図り、さらに広く証券市

場において認知していただくとともに、公

開企業としての責務を果たし、多くのステ

ークホルダーの皆さまの信頼を得ることを

目的としております。 

2. 株式分割の概要 

（1）分割の方法 

平成18年7月31日(月曜日) 終の株

主名簿およ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い

たします。 

（2）分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年7月31日(月

曜日) 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. 日程 

株式分割基準日 

平成 18 年 7 月 31 日（月曜日） 

効力発生日 

平成 18 年 8 月 1 日（火曜日） 

株券交付日 

平成 18 年 9 月 20 日（水曜日） 

 

 

 Ⅰ. 株式分割について 

当社は、平成 18 年６月１日開催の取締役

会の決議に基づき、平成 18 年８月１日付で

株式分割による新株の発行を行いました。

当該株式分割の内容は、下記のとおりで

あります。 

1. 分割の方法 

平成 18 年７月 31 日の 終の株主名簿お

よ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

合をもって分割いたしました。 

 

2. 分割により増加した株式数 

普通株式とし、平成 18 年７月 31 日の

終の発行済株式総数に４を乗じた株式数と

いたしました。 

 

なお、前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における（１株当たり情報）

の各数値はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 

1,216.09 円 

１株当たり当期純利

益 

    352.63 円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

330.59 円 

１株当たり純資産額

3,138.95 円

１株当たり当期純利

益 

1,114.42 円

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

1,102.24 円
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

4. 当社が発行する株式の総数 

平成 18 年 6 月 1 日開催の取締役会に

おいて、上記の株式分割に伴い、会社

法第184条第2項の規定に基づき平成

18 年 8 月 1 日付をもって、当社の定

款第 5条を変更し、会社の発行可能株

式総数を現行の 1,024,000 株から

5,120,000 株に変更する旨の定款変

更決議をしております。 

 

5. その他、この株式分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定いた

します。 
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平成 19 年 7 月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

平成 19 年６月６日 

上場会社名 株式会社アルデプロ （コード番号：8925 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.ardepro.co.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 会長兼代表取締役社長   秋元竜弥 ＴＥＬ：（03）5367―2001
              責任者役職・氏名 常務取締役経営管理本部長 久保玲士 
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 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

２．平成 19 年 7 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年 8月 1日 ～ 平成 19 年４月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                           (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７月期第３四半期 53,231   80.5 9,352   82.1 8,969  89.3 5,007  100.6
18 年７月期第３四半期 29,493  220.9 5,134  268.4 4,737  268.2 2,496  261.6
(参考)18 年 7 月期 41,385 7,275 6,801 3,800 

 

 
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７月期第３四半期 1,449  05 1,444  14 
18 年７月期第３四半期 3,745  94 3,700  39 
(参考)18 年 7 月期 5,663  43 5,601  54 

 (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を示しております。 
２.平成 18 年８月１日付で１株を５株に分割しております。 

(2) 財政状態の変動状況                           (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７月期第３四半期 47,319 13,996 29.6 4,046  85 
18 年７月期第３四半期 24,019 6,070 25.3 9,089  49 
(参考)18 年 7 月期 32,501 10,874 33.5 15,752  10 

(注)平成 18 年７月期第３四半期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の
欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当
たり純資産」の欄に記載しております。  

 
３．平成 19 年 7 月期の業績予想（平成 18 年 8月 1日 ～ 平成 19 年 7月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通     期 81,250 13,163 7,551 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,183 円 26 銭 

※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、
実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 
４．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円）  

中間期末 期末 年間 
平成 18 年７月 250.00 1,350.00 1,600.00
平成19年７月期(実績) 280.00 ―
平成19年７月期(予想) ― 280.00

560.00

（注）平成18年８月１日付で１株を５株に分割したため、19年７月期予想１株当たり配当金は株式
分割後の状況を記載しております。 
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〔添付資料〕 

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４月30日現在) 

 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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 1,131,767 6,365,802   8,150,194

２ 受取手形及び売掛金  1,383,741 5,409   570,985

３ たな卸資産 ※２ ― 31,437,139   ―

４ 販売用不動産 ※２ 16,160,471 ―   19,597,304

５ 仕掛品  129,570 ―   142,423

６ 前渡金  505,767 3,509,848   534,308

７ 関係会社短期貸付金  1,750,000 ―   530,000

８ その他 ※３ 468,280 2,537,124   589,355

   貸倒引当金  △94,139 △49,403   △34,870

   流動資産合計  21,435,460 89.2 43,805,920 92.6  30,079,701 92.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※ 

１,２ 
138,337 205,157   160,036

２ 無形固定資産  8,212 6,877   8,378

３ 投資その他の資産    

(1）関係会社株式  1,973,922 2,895,258  1,100,000 

(2）その他  463,365 2,437,287 406,647 3,301,905  1,153,160 2,253,160

   固定資産合計  2,583,837 10.8 3,513,940 7.4  2,421,575 7.5

   資産合計  24,019,297 100.0 47,319,861 100.0  32,501,276 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年４月30日現在) 

 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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  75,857 77,560  17,521

 ２ 短期借入金 
※ 

２,４ 
14,493,700 27,770,342  16,674,920

 ３ 一年以内返済予定の
   長期借入金 

 4,440 ―  4,440

 ４ 未払法人税等  1,958,994 2,393,428  2,750,238

５ 前受金  40,280 ―  147,580

 ６ 賞与引当金  56,013 51,709  25,867

 ７ 役員賞与引当金  ― 5,662  3,850

 ８ その他 ※３ 859,420 2,567,483  1,543,556

   流動負債合計  17,488,705 72.8 32,866,185 69.5 21,167,973 65.1

Ⅱ 固定負債   

 １ 社債  450,000 450,000  450,000

 ２ 長期借入金  4,090 ―  2,980

 ３ 退職給付引当金  6,178 7,240  5,401

   固定負債合計  460,268 1.9 457,240 1.0 458,381 1.4

   負債合計  17,948,974 74.7 33,323,426 70.4 21,626,355 66.5
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年４月30日現在) 

 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成18年７月31日現在) 

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 1,180,700 4.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金 1,021,670 ―  ― 

   資本剰余金合計 1,021,670 4.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金 75,000 ―  ― 

 ２ 任意積立金 1,400,000 ―  ― 

３ 第３四半期未処分利益 2,392,953 ―  ― 

   利益剰余金合計 3,867,953 16.1 ― ―  ― ―

   資本合計 6,070,323 25.3 ― ―  ― ―

   負債資本合計 24,019,297 100.0 ― ―  ― ―

   

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ― ― 2,937,965 6.2  2,930,948 9.0

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 2,778,935  2,771,918 

    資本剰余金合計  ― ― 2,778,935 5.9  2,771,918 8.5

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ― 75,000  75,000 

  (2) その他利益剰余金    

    別途積立金  ― 4,000,000  1,400,000 

    繰越利益剰余金  ― 4,204,535  3,697,055 

    利益剰余金合計  ― ― 8,279,535 17.5  5,172,055 15.9

   株主資本合計  ― ― 13,996,435 29.6  10,874,921 33.5

   純資産合計 ― ― 13,996,435 29.6  10,874,921 33.5

   負債純資産合計 ― ― 47,319,861 100.0  32,501,276 100.0
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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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

要約損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７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  29,493,956 100.0 53,231,329 100.0  41,385,823 100.0

Ⅱ 売上原価  23,149,385 78.5 40,462,718 76.0  32,421,480 78.3

   売上総利益  6,344,571 21.5 12,768,611 24.0  8,964,342 21.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,209,868 4.1 3,416,495 6.4  1,688,398 4.1

   営業利益  5,134,702 17.4 9,352,115 17.6  7,275,943 17.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 41,489 0.1 565,954 1.1  83,482 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 438,528 1.5 948,812 1.8  558,199 1.3

   経常利益  4,737,662 16.1 8,969,257 16.8  6,801,226 16.4

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 3,530 0.0  17,010 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 65,048 0.2 201,218 0.4  65,317 0.2

税引前第３四半期 
(当期)純利益 

 4,672,614 15.8 8,771,569 16.5  6,752,919 16.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 2,364,542 3,954,807  3,144,092 

法人税等調整額  △188,361 2,176,180 7.4 △191,136 3,763,671 7.1 △191,708 2,952,383 7.1

第３四半期(当期)  
純利益 

 2,496,433 8.5 5,007,898 9.4  3,800,535 9.2

前期繰越利益  63,119 ―   ―

中間配当額  166,600 ―   ―

第３四半期未処分利益  2,392,953 ―   ―
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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８月１日 至 平成 19 年４月 30 日)               (単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益

  
資本金 資本準備

金 

資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

純資産合計

平成 18年 7月 31 日 

残高 
2,930,948 2,771,918 2,771,918 75,000 1,400,000 3,697,055 5,172,055 10,874,921 10,874,921

第３四半期会計期間

中の変動額 
   

 新株の発行 7,017 7,017 7,017 ― ― ― ― 14,034 14,034

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,900,418 △1,900,418 △1,900,418 △1,900,418

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 2,600,000 △2,600,000 ― ― ―

 第３四半期純利益 ― ― ― ― ― 5,007,898 5,007,898 5,007,898 5,007,898

 株主資本以外の項

目の第３四半期会計

期間中の変動額 

(純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間

中の変動額合計 
7,017 7,017 7,017 ― 2,600,000 507,479 3,107,479 3,121,513 3,121,513

平成 19 年４月 30 日 

残高 
2,937,965 2,778,935 2,778,935 75,000 4,000,000 4,204,535 8,279,535 13,996,435 13,996,435

 

前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年７月 31 日) 

                    (単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金

別途積立金
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本合計
純資産合計

平成 17年７月 31 日 

残高 
1,178,930 1,019,900 1,019,900 75,000 675,000 1,077,111 1,827,111 4,025,941 4,025,941

事業年度中の変動額 

 新株の発行 1,752,018 1,752,018 1,752,018 ― ― ― ― 3,504,036 3,504,036

 剰余金の配当 ― ― ― ― ― △451,741 △451,741 △451,741 △451,741

 利益処分による 

役員賞与 
― ― ― ― ― △3,850 △3,850 △3,850 △3,850

 別途積立金の積立 ― ― ― ― 725,000 △725,000 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ― ― ― 3,800,535 3,800,535 3,800,535 3,800,535

事業年度中の変動額合

計 
1,752,018 1,752,018 1,752,018 ― 725,000 2,619,944 3,344,944 6,848,980 6,848,980

平成 18 年７月 31 日 

残高 
2,930,948 2,771,918 2,771,918 75,000 1,400,000 3,697,055 5,172,055 10,874,921 10,874,921
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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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法によ

っております。 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によ

っております。 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

 

②その他有価証券 

   時価のあるもの 

 四半期会計期間末の市場価

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）を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

個別法による原価法によっ

ております。 

②貯蔵品 

最終仕入原価法によってお

ります。 

(2)たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

同左 

 

②貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

①販売用不動産、仕掛品 

同左 

 

②貯蔵品 

同左 

(1)有形固定資産 

定率法によっております。 

但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 
 
建物 28年

建物附属設備 ３～15年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～10年

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 
 

建物 28年 

建物附属設備 ３～15年 

車両運搬具 ２～６年 

工具器具備品 ３～20年 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 
 

建物 28年

建物附属設備 ３～15年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～10年

(2)無形固定資産 

   ソフトウェア 

自社利用のソフトウェアについ

て、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。 

 

(2)無形固定資産 

ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

   ソフトウェア 

同左 

 

 

 

（追加情報） 

 当事業年度に計上したのれん（営

業権）については、資産性がないと

判断したため、全額特別損失として

処理しております。 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(3)長期前払費用 

定額法によっております。 

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

(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

績率に基づき、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。 

(1)貸倒引当金 

同左  

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えて、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。 

(2)賞与引当金 

同左 

 

 

 

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

えて、賞与支給見込額の当期負担額

を計上しております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当第３四半期会計期間に見合う

分を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当事業年度に見合う分を計上し

ております。 

３ 引当金の計上基準 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当第３四半期末における退職給付

債務に基づき計上しております。

 

(4)退職給付引当金 

同左 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務に基づ

き計上しております。 

４ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号）

を適用しております。 

これによ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

会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当第３四半期会計期間は「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第４号）を

適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前当第３四半期純利

益が、9,362千円減少しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

この結果、従来の方法に比べて、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

3,850千円減少しております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当第３四半期会計期間は「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。 

 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、13,996,435千円であります。

 中間財務諸表等規則の改正による貸借

対照表の表示に関する変更は以下のとお

りであります。 

１ 前第３四半期会計期間における「資本

の部」は、当第３四半期会計期間から

「純資産の部」となり、「純資産の部」

は｢株主資本」からなっております。

２ 前第３四半期会計期間において独立

掲記しておりました「資本金」、「資本

剰余金」及び「利益剰余金」は当第３

四半期会計期間においては「株主資

本」の内訳科目として表示しておりま

す。 

（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。 

 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、10,874,921千円であります。

 財務諸表等規則の改正による貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりで

あります。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、

当事業年度から「純資産の部」となり、

「純資産の部」は｢株主資本」からな

っております。 

２ 前事業年度において独立掲記してお

りました「資本金」、「資本剰余金」及

び「利益剰余金」は当事業年度におい

ては「株主資本」の内訳科目として表

示しております。 
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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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

 (四半期貸借対照表) 

   販売用不動産 

 前第３四半期会計期間において区分掲記していた「販

売用不動産」（当第３四半期会計期間30,739,047千円）

については、流動資産の「たな卸資産」に含めて表示し

ております。 

  仕掛品 

 前第３四半期会計期間において区分掲記していた「仕

掛品」（当第３四半期会計期間698,091千円）について

は、資産の総額の100分の５以下となったため、流動資

産の「たな卸資産」に含めて表示しております。 

  関係会社短期貸付金 

 前第３四半期会計期間において区分掲記していた「関

係会社短期貸付金」（当第３四半期会計期間180,000千

円）については、資産の総額の100分の５以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

前受金 

 前第３四半期会計期間において区分掲記していた「前

渡金」（当第３四半期会計期間12,210千円）については、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 

 

 追加情報 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 
 支払の催告 

当社は、平成18年７月３日付で東西アセ

ット・マネジメント㈱より、不動産物件の

紹介に係る違約金等として178,634千円の

支払の催告を受けております。 

当社では、この支払の根拠について事実

関係を確認しておりますが、現時点では、

当社に支払義務はないものと判断しており

ます。 

支払の催告 

同左 
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注記事項 

(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４月30日現在) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日現在) 

前事業年度 

(平成18年７月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   

20,363千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

45,225千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

28,133千円

※２ 担保資産及び担保付負債 

担保資産 

販売用不動産  15,789,925千円 

建物         5,265千円 

土地         1,506千円 

 

担保付負債 

短期借入金  13,915,500千円 

※２ 担保資産及び担保付負債 

担保資産 

現金及び預金     150,000千円

販売用不動産 22,993,462千円

建物         67,692千円

土地         1,506千円

担保付負債 

短期借入金   25,613,952千円

 なお、上記の土地については、根抵当権

(極度額1,000,000千円)および抵当権が設

定されております。 

※２ 担保資産及び担保付負債 

担保資産 

現金及び預金   150,000千円

販売用不動産 17,130,921千円

建物        5,265千円

土地        1,506千円

担保付負債 

短期借入金  16,357,120千円

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

※３ 消費税の取扱い 

 仮払消費税等と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 消費税の取扱い 

 

※４ 当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該契約に

基づく当第３四半期会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約の総額 3,500,000 千円 

借入実行残高 2,705,800  

差引額 794,200  
 

※４ 当社は、取引銀行６行との間に

当座貸越契約およびコミットメントラ

イン契約を締結しており、当当座貸越

契約およびコミトッメントライン契約

に基づく当第３四半期会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越契約およびコ

ミットメントラインの

総額 

7,000,000 千円 

借入実行残高 2,913,000  

差引額 4,087,000  
 

※４ 当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越契約の総額 3,200,000 千円 

借入実行残高 2,234,190  

差引額 965,810  
 

５ 偶発債務 

 

５ 偶発債務 

 銀行借り入れに対する保証債務 

ジャパンリアルティスーパービジョン株

式会社           39,000千円

  

５ 偶発債務 
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(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８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息            2,478千円 

消費税還付金    14,571千円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息         10,676千円

受取配当金        400,250千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息       16,030千円

受取手数料      16,500千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息        203,703千円 

支払手数料       48,328千円 

新株発行費      1,090千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       549,686千円

支払手数料      243,038千円

消費税相殺差損   134,594千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       298,484千円

支払手数料        68,113千円

消費税相殺差損    75,481千円

新株発行費       21,810千円

※３ 特別利益の主要項目 

 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益    3,530千円

※３ 特別利益の主要項目 

 関係会社株式売却益  17,010千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損    9,136千円 

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価証券評価損  199,454千円

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損      9,136千円

営業権償却     28,571千円    事務所移転費用       7,889千円

  のれん償却         28,571千円

  販売用不動産           

構造等調査費用      19,719千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産       9,954千円 

無形固定資産        919千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産       22,387千円

無形固定資産        1,501千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産       17,723千円

無形固定資産         1,403千円

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４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。 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７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。 
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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８月１日 至 平成18年４月30日) 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以上のリース物件がないため記載を省

略しております。 

当第３四半期会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以上のリース物件がないため記載を省

略しております。 

前事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以上のリース物件がないため記載を省

略しております。 

 

(有価証券関係) 

前第３四半期会計期間末 (平成18年４月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

当第３四半期会計期間末 (平成19年４月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末(平成18年７月31日現在) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

１株当たり純資産額 9,089円49銭 4,046円85銭 15,752円10銭

１株当たり第３四半期(当期)純利益 3,745円94銭 1,449円05銭 5,663円43銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期(当期)純利益 

3,700円39銭 1,444円14銭 

当社は、平成18年８月１日

付で１株を５株に分割いたし

ました。 

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

当たり情報については、それ

ぞれ以下のとおりとなりま

す。 
 

前第３四半期

会計期間 
前事業年度 

１株当たり純

資産額 

１株当たり

純資産額 

1,817円89銭 3,150円42銭 

１株当たり当

期純利益 

１株当たり

当期純利益 

749円18銭 1,132円68銭 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益 

740円07銭 1,120円30銭 

5,601円54銭
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(注) 算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

項目 
前第３四半期会計期間末 

(平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前事業年度 

(平成18年７月31日) 

四半期貸借対照表(貸借対照表)の純

資産の部の合計額(千円) 
― 13,996,435 10,874,921

普通株式に係る純資産額(千円) ― 13,996,435 10,874,921

四半期貸借対照表(貸借対照表)の純

資産の部の合計額と１株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に

係る第３四半期会計期間（当事業年

度）末の純資産額との差額(千円) 

― ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 3,458,595 690,379

普通株式の自己株式数(株) ― ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数(株) 
― 3,458,595 690,379

 

２．１株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益 

項目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

１株当たり第３四半期(当期)純利益 
 

第３四半期(当期)純利益(千円) 2,496,433 5,007,898 3,800,535 

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) 
2,496,433 5,007,898 3,800,535 

普通株式の期中平均株式数(株) 666,438 3,455,969 671,065 

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期(当期)純利益 
   

第３四半期(当期)純利益調整額

（千円） 
― ― ― 

普通株式増加数（株） 8,203 11,752 7,415 

（うち新株予約権(株)）   （8,203） （11,752）    （7,415）

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３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

Ⅰ．新株発行について 

平成18年４月28日開催の取締役会におい

て、下記のとおり第三者割当による新株式発

行を決議し、平成 18 年５月 22 日に払込が完

了しております。 

(1)  発行する株式の種類及び数 

普通株式 21,339 株 

(2)  発行価格 

１株につき 164,000 円 

(3) 資本組入額の総額 

1,749,798,000 円 

(4) 払込期日 

平成 18 年５月 22 日 

(5) 配当起算日 

平成 18 年２月１日 

(6) 資金の使途 

今後の当社グループの拡大を見込

んだＭ＆Ａ資金および不動産物件の

仕入資金に充当する予定であります。 

 

Ⅱ． 株式分割について 

1. 株式分割の目的 

当社の株主数は、当社ならびに当社グ

ループが展開する中古マンション再活事

業および不動産販売事業へのご理解をい

ただき、平成17年7月31日現在の5,015名

から平成18年1月31日現在では17,618名

へと増加しております。今回の株式分割

により、1株当たりの投資金額を引き下げ

ることによって、投資家の皆さまにとっ

てさらに投資しやすい環境を整えたいと

考えております。このことにより、当社

株式の流動性向上と投資家層の拡大を図

り、さらに広く証券市場において認知し

ていただくとともに、公開企業としての

責務を果たし、多くのステークホルダー

の皆さまの信頼を得ることを目的として

おります。 

 

2. 株式分割の概要 

（1）分割の方法 

平成 18年 7月 31日(月曜日)最終の株

主名簿およ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い

たします。 

（2）分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年7月31日(月

曜日)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。 

 

 

 

 

Ⅰ.株式分割について 

当社は、平成 18 年６月１日開催の取締役

会の決議に基づき、平成 18 年８月１日付で

株式分割による新株の発行を行いました。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであり

ます。 

1.分割の方法 

平成18年７月31日の最終の株主名簿およ

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

もって分割いたしました。 

 

2.分割により増加した株式数 

普通株式とし、平成 18 年７月 31 日の最終

の発行済株式総数に４を乗じた株式数とい

たしました。 

 

なお、前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における（１株当たり情報）の

各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

1,213.08 円 

１株当たり当期純利

益 

    349.35 円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

327.51 円 

１株当たり純資産額

3,150.42 円

１株当たり当期純利

益 

1,132.68 円

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

1,120.30 円 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

 (自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

3. 日程 

株式分割基準日 

平成 18 年 7 月 31 日（月曜日） 

効力発生日 

平成 18 年 8 月 1 日（火曜日） 

株券交付日 

平成 18 年 9 月 20 日（水曜日） 

 

4. 当社が発行する株式の総数 

平成 18 年 6 月 1 日開催の取締役会におい

て、上記の株式分割に伴い、会社法第 184

条第 2 項の規定に基づき平成 18 年 8 月 1

日付をもって、当社の定款第 5 条を変更

し、会社の発行可能株式総数を現行の

1,024,000株から5,120,000株に変更する

旨の定款変更決議をしております。 

 

5. その他、この株式分割に必要な事項

は、今後の取締役会において決定い

たします。 
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