
平成 19 年７月 25 日 

 

各      位 

福岡県福岡市博多区千代二丁目２番 30号 

株式会社ダイヨシトラスト 

代表取締役社長 大穂 義弘 

（コード番号：3243 福証 Q－Board） 

問合せ先：取締役管理本部長 小林 信義 

（TEL：092－641－6333） 

 

 

福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 19年７月 25 日に福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場に上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以 上 
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平成 19 年８月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 19 年７月 25 日 

上 場 会 社 名 株式会社ダイヨシトラスト （コード番号：3243 福証Q－Board）
（URL http://www.daiyoshi.com） 

代表者役職・氏名 代表取締役社長 大穂 義弘 TEL：（092）641－6333 問合せ先 
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 小林 信義  

 

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、福岡証券取引所の「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８月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年９月１日 ～ 平成 19 年５月 31 日） 

（1）経営成績の進捗状況 （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 ％

平成19年８月期第３四半期 2,366 － 467 － 379 － 225 －

平成18年８月期第３四半期 － － － － － － － －

（参考）平成 18 年８月期 2,596 353 262  152

 

 
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

平成19年８月期第３四半期 33,284 59 － －

平成18年８月期第３四半期 － － － －

（参考）平成 18 年８月期 22,487 90 － －

（注）１．平成 18 年８月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略

しております。また、このため売上高、営業利益等におけるパーセント表示は記載しておりませ

ん。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の不安材料が残るものの、企業

収益の拡大を背景に民間設備投資の増加や雇用環境の改善により、景気は拡大基調で推移してまいりました。 

 パーキング業界におきましては、平成 18 年６月の改正道路交通法施行で駐車違反の取締りが強化されたこ

とに伴う特需は一服したものの、未だに慢性的な駐車場不足は解消されておらず、駐車場ニーズは高い状況

にあります。 

 また、不動産業界におきましては、景気拡大の基調から首都圏のみならず、当社の事業基盤であります福

岡市においてもマンション投資市場の需要が増大している状況にあります。 

このような状況のもと、パーキング事業におきましては、年間新規開設台数 890 台を目標に、福岡県及び

東京都を中心として新規開拓に注力した結果、当第３四半期会計期間末までに 831 台（年間達成率 93.4％）

http://www.daiyoshi.com/
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の新規開設台数となりました。 

また、不動産賃貸事業におきましては、平成 18 年 12 月に住居・テナントビル１棟（福岡市東区）を売却

したことにより、不動産賃貸収入が減少したものの、リノベーションを施した再生不動産の入居状況が好調

であったことから収益の改善となり、売上総利益率は 56.1％（前事業年度は 50.1％）となりました。 

一方、不動産販売事業におきましては、平成 19 年１月に中古テナントビル１棟（福岡市中央区）の販売を

行い、また、前事業年度に販売を開始いたしましたファミリー向けマンション６戸（福岡市南区）並びにワ

ンルームマンション６戸（福岡市博多区）が完売となった結果、第３四半期会計期間における当社の業績好

調の一要因となりました。 

以上の結果から、売上高 2,366,982 千円、経常利益 379,734 千円、四半期純利益 225,369 千円となりまし

た。 

 

（2）財政状態の変動状況 （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

平成19年８月期第３四半期 6,688 911 13.6 134,678 52

平成18年８月期第３四半期 － － － － －

（参考）平成 18 年８月期 5,839 685 11.7 101,271 29

 

（3）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

平成19年８月期第３四半期 △ 367 △ 389 803 325

平成18年８月期第３四半期 － － － －

（参考）平成 18 年８月期 141 △ 392 349 278

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

〔財政状態の変動状況〕 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ 849,140 千円増加し、6,688,842 千円と

なりました。 

流動資産は、主として販売目的の不動産取得及びマンション建築費の支払により仕掛不動産が増加し、前

事業年度末に比べ 487,254 千円増加し、2,423,794 千円となりました。固定資産は、主としてパーキング用

地４物件の取得により有形固定資産が増加し、前事業年度末に比べ 361,886 千円増加し、4,265,047 千円と

なりました。 

負債につきましては、主としてたな卸資産及び有形固定資産取得のための調達資金として銀行借入を行っ

たことにより、有利子負債が増加し、前事業年度末に比べ 622,939 千円増加し、5,776,933 千円となりまし

た。 

また、純資産は、前事業年度末に比べ 226,200 千円増加し、911,908 千円となりました。この結果、自己

資本比率は 13.6％となりました。 
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〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、販売目的及びパーキン

グ事業目的の不動産を取得し、銀行借入による資金の調達を行ったことにより、前事業年度末に比べ 46,454

千円増加し、当第３四半期会計期間末には 325,165 千円となりました。 

なお、当第３四半期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 367,176 千円となりました。これは主として税引前四半期純利益 391,944

千円を計上したものの、販売目的不動産の取得及び当期より建築着工しておりますマンション２棟の建築費

の支払によるたな卸資産の増加額 477,371 千円、並びに法人税等の支払額 204,776 千円によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 389,589 千円となりました。これは主として賃貸目的の中古物件１棟の売

却により 195,476 千円の資金の獲得があったものの、パーキング用地４物件購入等の有形固定資産の取得に

より資金が 608,792 千円と減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 803,220 千円となりました。これは主として販売目的及び事業目的不動産

取得の調達資金として銀行借入を行ったことによるものであります。 

 

３．平成 19 年８月期の業績予想（平成 18 年９月１日 ～ 平成 19 年８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 2,865 382 236 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 26,910 円 27 銭 

１株当たり予想当期純利益につきましては、公募株式数 2,000 株を含めた期末予定発行済株式数

8,771 株により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当期の通期業績につきましては、概ね計画どおりに推移しており、現時点におきましては、平成 19 年６

月 25 日に公表いたしました業績予想から変更はありません。 

なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不

確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま

す。 

 

４． 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金 （円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

平成 18 年８月期 － － － － － － 

平成 19 年８月期（実績） － － － － － 

平成 19 年８月期（予想） － － － － － 
－ 
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５． 四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  435,439 424,597 

２．売掛金  16,909 14,057 

３．販売用不動産 ※２ 283,472 629,178 

４．仕掛不動産 ※２ 1,562,831 739,754 

５．その他  125,881 129,668 

  貸倒引当金  △ 739 △ 716 

流動資産合計  2,423,794 36.2  1,936,540 33.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1,2  

（1）建物  839,366 936,906 

（2）土地  3,053,685 2,631,300 

（3）その他  163,857 147,470 

有形固定資産合計  4,056,909 3,715,677 

２．無形固定資産  1,489 1,489 

３．投資その他の資産  206,647 185,993 

固定資産合計   4,265,047 63.8  3,903,161 66.8

資産合計   6,688,842 100.0  5,839,702 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．短期借入金 ※２ 497,000 505,000 

２．１年以内返済予定長期借入金 ※２ 753,683 321,715 

３．１年以内償還予定社債  10,000 10,000 

４．その他 ※３ 262,427 437,779 

流動負債合計  1,523,111 22.8  1,274,494 21.8

Ⅱ 固定負債   

１．社債  125,000 135,000 

２．長期借入金 ※２ 3,807,626 3,418,374 

３．その他  321,195 326,124 

固定負債合計  4,253,821 63.6  3,879,499 66.5

負債合計  5,776,933 86.4  5,153,994 88.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  67,825 1.0  67,825 1.1

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  57,825 57,825 

資本剰余金合計  57,825 0.9  57,825 1.0

３．利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  120,000 120,000 

繰越利益剰余金  666,258 440,888 

利益剰余金合計  786,258 11.7  560,888 9.6

株主資本合計  911,908 13.6  686,538 11.7

 Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  － －  △ 830 △ 0.0

評価・換算差額等合計  － －  △ 830 △ 0.0

純資産合計  911,908 13.6  685,707 11.7

負債純資産合計  6,688,842 100.0  5,839,702 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,366,982 100.0  2,596,511 100.0

Ⅱ 売上原価  1,731,248 73.1  2,019,495 77.8

売上総利益  635,734 26.9  577,015 22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  168,697 7.2  223,817 8.6

営業利益  467,036 19.7  353,198 13.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 17,427 0.7  31,784 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 104,729 4.4  122,407 4.7

経常利益  379,734 16.0  262,575 10.1

Ⅵ 特別利益 ※３ 21,614 0.9  48,559 1.9

Ⅶ 特別損失 ※4,5 9,404 0.3  41,775 1.6

税引前第３四半期（当期）
純利益 

 391,944 16.6  269,359 10.4

法人税、住民税及び事業税  185,279 152,280 

法人税等調整額  △ 18,704 166,574 7.1 △ 35,186 117,094 4.5

第３四半期（当期）純利益  225,369 9.5  152,265 5.9
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（3）四半期株主資本変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

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 

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 

平成 18 年８月 31 日 残高 

（千円）
67,825 57,825 57,825 120,000 440,888 560,888 686,538

第３四半期会計期間中の変動額    

第３四半期純利益 － － － － 225,369 225,369 225,369

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        （千円） 
－ － － － 225,369 225,369 225,369

平成 19 年５月 31 日 残高 

（千円）
67,825 57,825 57,825 120,000 666,258 786,258 911,908

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成 18 年８月 31 日 残高 

（千円）
△ 830 △ 830 685,707

第３四半期会計期間中の変動額 

第３四半期純利益 － － 225,369

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） 
830 830 830

第３四半期会計期間中の変動額

合計        （千円） 
830 830 226,200

平成 19 年５月 31 日 残高 

（千円）
－ － 911,908
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（参考）前事業年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

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 

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 

平成 17 年８月 31 日 残高 

（千円）
67,825 57,825 57,825 120,000 288,622 408,622 534,272

事業年度中の変動額    

当期純利益 － － － － 152,265 152,265 152,265

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計 

（千円）
－ － － － 152,265 152,265 152,265

平成 18 年８月 31 日 残高 

（千円）
67,825 57,825 57,825 120,000 440,888 560,888 686,538

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

純資産合計 

平成 17 年８月 31 日 残高 

（千円）
△ 156 △ 156 534,116

事業年度中の変動額 

当期純利益 － － 152,265

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
△ 674 △ 674 △ 674

事業年度中の変動額合計 

（千円）
△ 674 △ 674 151,591

平成 18 年８月 31 日 残高 

（千円）
△ 830 △ 830 685,707
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

当第３四半期会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書
  

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日）

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益  391,944 269,359 

減価償却費  77,115 101,927 

減損損失  1,110 6,696 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △ 122,530 6,110 

未払役員退職慰労金の増減額（減少：△）  124,130 － 

受取利息及び受取配当金  △ 696 △ 63 

支払利息及び社債利息  103,447 113,148 

投資有価証券評価損  5,925 － 

固定資産除却損  2,368 7,430 

固定資産売却益  △ 13,922 － 

固定資産売却損  － 27,648 

売上債権の増減額（増加：△）  △ 2,851 △ 8,559 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △ 477,371 △ 475,127 

未収消費税等の増減額（増加：△）  － 17,687 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △ 5,493 10,280 

未払金の増減額（減少：△）  △ 175,085 196,342 

その他  30,993 24,815 

小計  △ 60,915 297,696 

利息及び配当金の受取額  257 63 

利息の支払額  △ 101,742 △ 115,959 

法人税等の支払額  △ 204,776 △ 40,659 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 367,176 141,140 
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当第３四半期会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書
  

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日）

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △ 50,309 △ 57,028 

定期預金の払戻による収入  85,922 70,699 

有形固定資産の取得による支出  △ 608,792 △ 473,560 

有形固定資産の売却による収入  195,476 20,700 

  その他  △ 11,885 46,992 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 389,589 △ 392,197 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △ 8,000 305,000 

長期借入による収入  2,121,000 572,000 

長期借入金の返済による支出  △ 1,299,779 △ 572,887 

社債の発行による収入  － 50,000 

社債の償還による支出  △ 10,000 △ 5,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  803,220 349,112 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  46,454 98,055 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  278,710 180,654 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期 

（期末）残高 
※ 325,165 278,710 
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（5）注記事項等 

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 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 第３四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定)を採用してお

ります。 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法

により算定)を採用しております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

時価のないもの 

 同左 

 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

（2）たな卸資産 

販売用不動産・仕掛不動産 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

 

（2）たな卸資産 

販売用不動産・仕掛不動産 

 同左 

 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設備を除

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       ３ ～ 47年 

構築物      ３ ～ 30年 

 車両運搬具    ２ ～ ６年 

 工具器具備品   ３ ～ 15年 

（会計方針の変更） 

 当第３四半期会計期間より、平成19年

度の法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降取得資産の減価償却限度額の

計算方法については、改正後の法人税法

に定める方法によっております。 

 なお、この変更による影響額は軽微で

あります。 

 

有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設備を除

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       ３ ～ 47年 

構築物      ３ ～ 30年 

 車両運搬具    ２ ～ ６年 

 工具器具備品   ３ ～ 15年 

 

 

 



 

 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため

に、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権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 

 (2)役員退職慰労引当金 

  

 

 

（追加情報） 

 当社は、平成18年11月29日開催の定時

株主総会において、役員退職慰労金制度

の廃止を決議するとともに、役員の退任

時に退職慰労金制度廃止日（平成18年11

月29日）までの在任期間に対する退職慰

労金を支給することを決議いたしまし

た。これにより、当第３四半期会計期間

末の未払役員退職慰労金（124,130千円）

を固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

(2)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

  

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

 同左 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヵ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 

６．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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。ただし、資産に係る控除

対象外消費税等は、投資その他の資産の

「その他」に計上し、５年間で均等償却

を行っております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 - 12 -



 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益はそれぞれ1,302千円増

加し、税引前当期純利益は5,393千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）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」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は685,707千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）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。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年５月31日） 

前事業年度 
（平成18年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

861,618 千円
 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

794,565 千円
 

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

販売用不動産 239,941 千円

仕掛不動産 1,363,918 千円

建物 818,303 千円

土地 2,975,667 千円

その他 12,595 千円

合計 5,410,426 千円
 

※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

販売用不動産 456,866 千円

仕掛不動産 713,871 千円

建物 928,987 千円

土地 2,609,739 千円

その他 9,411 千円

合計 4,718,876 千円
 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 497,000 千円

１年以内返済予定長期借入金 753,683 千円

長期借入金 3,807,626 千円

合計 5,058,310 千円
 

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 505,000 千円

１年以内返済予定長期借入金 321,715 千円

長期借入金 3,418,374 千円

合計 4,245,089 千円
 

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流動

負債の「その他」として表示しております。  
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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

自動販売機収入 8,049 千円
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

自動販売機収入 10,095 千円

工事補償金収入 11,963 千円

保険金収入 2,370 千円
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 102,228 千円
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 111,471 千円

社債利息 1,677 千円
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益 13,922 千円

保険解約返戻金 7,692 千円
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

保険解約返戻金 48,559 千円
 

※４．特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 5,925 千円

固定資産除却損 2,368 千円

減損損失 1,110 千円
 

※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却損 27,648 千円

固定資産除却損 7,430 千円

減損損失 6,696 千円
 

※５．減損損失 

当社は、管理会計上の区分をグルーピングの単

位としており、具体的にはパーキング及び賃貸ビ

ルを個別物件毎にグルーピングしております。 

収益性が継続的に低下した資産グループについ

て回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（1,110千円）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正味売却価額

により測定しておりますが、売却可能性が見込め

ないため零として評価しております。 

 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

福 岡 県 

（２件） 
パーキング 構築物 738 

そ の 他 

（１件） 
パーキング 構築物 371 

 

※５．減損損失 

当社は、管理会計上の区分をグルーピングの単

位としており、具体的にはパーキング及び賃貸ビ

ルを個別物件毎にグルーピングしております。 

収益性が継続的に低下した資産グループについ

て回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（6,696千円）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正味売却価額

により測定しておりますが、売却可能性が見込め

ないため零として評価しております。 

 

場所 用途 種類 
減損損失

（千円）

福 岡 県

（13件）
パーキング 構築物 4,634 

東 京 都

（２件）
パーキング 構築物 1,278 

そ の 他

（１件）
パーキング 構築物 782 

 

６．減価償却実施額 

販売用不動産 4,974 千円

有形固定資産 77,115 千円
 

６．減価償却実施額 

販売用不動産 7,287 千円

有形固定資産 101,927 千円
 

 



 

 - 16 -

（四半期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９月１日 至 平成 19 年５月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 

（株） 

当第３四半期会計

期間増加株式数 

（株） 

当第３四半期会計 

期間減少株式数 

（株） 

当第３四半期会計

期間末株式数 

（株） 

発行済株式  

普通株式 6,771 － － 6,771

合計 6,771 － － 6,771

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 
目的となる株
式の種類 

前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末 

当第３四半期
会計期間末残
高（千円） 

ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

－ － － － － －

（注）上記の新株予約権は、権利行使可能期間の初日が到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
前事業年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当事業年度 
増加株式数 
（株） 

当事業年度 
減少株式数 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式  

普通株式 6,771 － － 6,771

合計 6,771 － － 6,771

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 
目的となる株
式の種類 

前事業年度末
当事業年度 

増加 
当事業年度 

減少 
当事業年度末 

当事業年度末

残高（千円）

ストック・オプ
ションとしての
新株予約権 

－ － － － － －

（注）上記の新株予約権は、権利行使可能期間の初日が到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年９月１日 

至 平成19年５月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成19年５月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 

（平成18年８月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定 435,439

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 110,274

現金及び現金同等物 325,165
 

（千円） 

現金及び預金勘定 424,597

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 145,887

現金及び現金同等物 278,710
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

リース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、減損損失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、減損損失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）

工具器具備品 272,417 156,926 115,491

合計 272,417 156,926 115,491

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

 

 

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円）

工具器具備品 326,842 193,257 133,584

合計 326,842 193,257 133,584

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

 

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

未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内 41,820千円

１年超 73,670千円

合計 115,491千円

（注）未経過リース料第３四半期末残高相当額は、未経

過リース料第３四半期末残高が有形固定資産の第３

四半期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 59,296千円

１年超 74,288千円

合計 133,584千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

 

支払リース料 40,587千円

減価償却費相当額 40,587千円

  

 

支払リース料 69,983千円

減価償却費相当額 69,983千円

  

４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

 

同左 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前事業年度 

（平成18年８月31日） 
 

取得原価 
（千円） 

四半期貸借対照
表計上額（千円）

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上
額（千円） 

差額 
（千円） 

株式 1,575 1,575 － 7,500 6,075 △ 1,425

合計 1,575 1,575 － 7,500 6,075 △ 1,425

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期会計期間末 

（平成19年５月31日） 

前事業年度 

（平成18年８月31日）  

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

 非上場株式 2,500 2,500 

合計 2,500 2,500 

（注） 当第３四半期会計期間末において、有価証券について 5,925 千円（その他有価証券で時価のある株

式 5,925 千円）減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、第３四半期会計期間末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落

した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性

を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年５月31日） 

 当社は、デリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

当社は、デリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

１． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 平成 18 年５月ストック・オプション 

当社の取締役 ５名  

当社の監査役 ２名  付与対象者の区分及び数 

当社の従業員 20 名  

ストック・オプションの数（注） 普通株式 350 株  

付与日 平成 18 年５月 17 日 

権利確定条件 

行使時においても当社の取締役、監査役もしくは従業

員の地位にあることを要する。ただし任期満了による

退任、定年による退職の場合はこの限りではない。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 19 年７月 30 日 

至 平成 24 年７月 29 日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

（2）ストック・オプションの規模及び変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 平成 18 年５月ストック・オプション 

権利確定前 （株）  

 前事業年度末  － 

 付与  350 

 失効  1 

 権利確定  － 

 未確定残  349 

権利確定後 （株）  

 前事業年度末  － 

 権利確定  － 

 権利行使  － 

 失効  － 

 未行使残  － 
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② 単価情報 

 平成 18 年５月ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 200,000 

単位当たりの本源的価値（付与日） （円） 0 

 

２． ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

類似業種比準方式（国税庁方式）により算定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定し

ております。 

 

３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額     ０円 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

 

５． 財務諸表への影響額 

当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 134,678円52銭 

１株当たり第３四半期純利益金額 33,284円59銭 
 

 

１株当たり純資産額 101,271円29銭 

１株当たり当期純利益金額 22,487円90銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益

金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握でき

ませんので記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 

 （注） 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。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 225,369 152,265 

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） 225,369 152,265 

期中平均株式数（株） 6,771 6,771 

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 

新株予約権１種類（新株予約権

の数348個） 

新株予約権１種類（新株予約権

の数349個） 

 
 

（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。
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（6）生産、契約及び販売の状況 

①生産実績 

当社はパーキング事業（時間貸駐車場の運営管理）を主たる業務としており、生産能力として記載すべ

き事項はありませんが、売上高と関連性が認められる駐車場の設置台数及び物件数は次のとおりでありま

す。 

前事業年度末 

（平成18年８月31日） 

当第３四半期会計期間末

（平成19年５月31日） 

前事業年度末 

（平成18年８月31日） 

当第３四半期会計期間末

（平成19年５月31日） 
区  分 

設置台数 

（台） 

前年同期比

（％） 

設置台数 

（台） 

物件数 

（ヵ所） 

前年同期比 

（％） 

物件数 

（ヵ所） 

福岡県    2,371 107.5 2,695 240 125.7 281 

東京都    469 117.0 640 77 135.1 96 

その他    236 159.5 373 25 178.6 37 

合計 3,076 111.7 3,708 342 130.5 414 

（注）１．駐車場の設置台数及び物件数は（第３四半期）決算日時点で表示しております。 

２．区分の「その他」は、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、大阪府、兵庫県、広島県、

熊本県、大分県の 10 府県であります。 

３．前事業年度末及び当第３四半期会計期間末のパーキング事業における形態別駐車場の設置台数

並びに物件数は次のとおりであります。 

前事業年度末（平成 18 年８月 31 日） 

自社駐車場 賃借駐車場 合計 
 

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 

設置台数（台） 273 8.9％ 2,803 91.1％ 3,076 100.0％

物件数（ヵ所） 22 6.4％ 320 93.6％ 342 100.0％

 

当第３四半期会計期間末（平成 19 年５月 31 日） 

自社駐車場 賃借駐車場 合計 
 

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 

設置台数（台） 339 9.1％ 3,369 90.9％ 3,708 100.0％

物件数（ヵ所） 28 6.8％ 386 93.2％ 414 100.0％

 

  



 

 - 24 -

②契約状況 

  不動産販売事業における契約状況は次のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日）

当第３四半期会計期間
（自 平成18年９月１日

至 平成19年５月31日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日） 

当第３四半期会計期間
（自 平成18年９月１日

至 平成19年５月31日）区  分 

契約高 

（千円） 

前年同期比

（％） 

契約高 

（千円） 

契約残高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

契約残高 

（千円） 

フ ァ ミ リ ー 向 け 

マ ン シ ョ ン 
289,474 242.2 95,037 51,917 43.4 － 

ワ ン ル ー ム 

マ ン シ ョ ン  
864,630 238.6 701,523 912,815 251.9 1,566,154 

テ ナ ン ト ビ ル － － 896,500 － － 246,500 

合計   1,154,104 224.6 1,693,061 964,732 200.2 1,812,654 

 （注）１．上記の金額は販売価額により表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 ③販売実績 

前事業年度及び当第３四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日）事業部門別 

販売実績 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

販売実績 
（千円） 

パーキング事業  1,434,970 117.8 1,203,454 

不動産賃貸事業  382,945 113.8 281,688 

不動産販売事業   774,868 1,938.2 864,921 

その他      3,726 204.3 16,917 

合計 2,596,511 162.7 2,366,982 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前事業年度及び当第３四半期会計期間のパーキング事業における地域別の販売実績は次のとお

りであります。 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年５月31日） 区分 

販売実績 
（千円） 

構成比 
（％） 

前年同期比
（％） 

販売実績 
（千円） 

構成比 
（％） 

福岡県 1,076,028 75.0 119.5 838,469 69.7 

東京都 254,851 17.8 108.6 244,669 20.3 

その他 104,090 7.2 125.8 120,316 10.0 

合計 1,434,970 100.0 117.8 1,203,454 100.0 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
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