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 平成２０年３月期 第１四半期財務・業績の概況(非連結)   
平成19年８月10日 

上 場 会 社 名 株式会社 ラ・アトレ 上場取引所 株式会社大阪証券取引所 
      ヘラクレス  

コ ー ド 番 号 ８８８５ Ｇ URL http://www.lattrait.co.jp  
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)岡本 英  
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理統括本部長 (氏名)栗林 徹 TEL  (03)5449－2121  
 (百万円未満切捨て)

１. 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 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 ％

20年3月期第１四半期 1,422 △23.7 66 △64.2 10 △92.4 5 △93.5 
19年3月期第１四半期 1,865 73.0 185 285.8 131 576.8 77 538.7 
  19年３月期 8,452 ─ 740 ─ 555 ─ 356 ─ 

 

 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

20年3月期第１四半期 259 86 252 19
19年3月期第１四半期 4,900 07 4,020 14

19年３月期 21,201 53 18,060 68
 

(2) 財政状態  
 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
20年3月期第１四半期 10,371 1,427 13.8 73,127 52 
19年3月期第１四半期 6,759 1,117 16.5 67,148 17 

19年３月期 9,447 1,446 15.3 74,121 38 
 

(3) キャッシュ・フローの状況  
 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

20年3月期第１四半期 △735 △25 979 1,178 
19年3月期第１四半期 △508 △15 946 1,514 

19年３月期 △2,746 △808 3,422 960 
 

2. 配当の状況 
 

 

3. 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
当第１四半期時点での業績は概ね順調に推移しており、平成 19 年５月 14 日に公表しました中間期及び通期の業

績予想を変更しておりません。 
 なお、当第１四半期の不動産販売事業における「契約進捗状況」に関しては、5 ページに記載しております。 
 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
中間期 4,221 △6.7 381 △15.8 279 △18.8 164 △20.6 8,430 71 
通 期 10,000 18.3 932 26.0 680 22.5 400 12.1 20,500 21 

 １株当たり配当金 
(基準日) 第１四半期末 

円 銭

20年３月期第１四半期 ─ ─

19年３月期第１四半期 ─ ─
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4. その他 

(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                  ： 無 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１. 経営成績に関する定性的情報 
（第１四半期の概況） 

当第１四半期（平成 19 年４月 1 日～平成 19 年６月 30 日）におけるわが国経済は、企業の設備投資が堅調で、

依然として内需を牽引しております。また個人消費ももちなおし、概ね景気回復を維持している状況でありまし

た。 
当不動産業界におきましては、都心部を中心とする堅調なオフィス需要やファンドなどの投資マネーの流入を

背景に、地価上昇傾向が強まってまいりました。 
また、首都圏における中古マンション流通市場では、平均成約価格は上昇しているものの、成約件数に関して

は、若干減少しました。新築マンションの販売価格も上昇傾向となったものの、成約率に関しては、若干低下傾

向となりました。 
このような状況のもと、当社は、再生不動産事業、新築不動産事業、不動産管理事業、ゴルフ会員権事業と、

それぞれのセグメントにおいて、積極的に事業展開を図ってまいりました。 
当第１四半期までの売上高は 1,422 百万円、（前年同期比 23.7％減）、営業利益 66 百万円（同 64.2%減）、経

常利益 10 百万円（同 92.4％減）、当期純利益 5 百万円（同 93.5%減）にとどまっておりますが、平成 19 年 5 月

14 日開示の中間期及び通期業績予想に対しては概ね順調に進捗しております。 
尚、当社の主要な事業である不動産販売事業（再生、新築不動産事業）における売上高は、引渡基準を採用し

ており、物件引渡をもって売上高に計上しております。また、当社は、例年物件の引渡は下期に集中する傾向が

あります。 
 

（セグメント別売上高の概況）                         （単位：千円） 
セグメント 前第１四半期 当第１四半期 構成比(%) 前年同期比(%) 

不動産販売事業  1,740,424 1,251,883 88.0% 28.1%減

（再生不動産） (657,033) (671,962) 47.2% 2.3%増

（新築不動産）  (1,083,391) (579,921) 40.8% 46.5%減

不動産管理事業 82,961 113,101 7.9% 36.3%増

ゴルフ会員権事業 27,925 42,318 3.0% 51.5%増

その他事業 13,767 15,072 1.1% 9.5%増

合    計 1,865,078 1,422,376 100.0% 23.7%減

 
(1) 不動産販売事業 

昨年の株式上場を機に知名度、信頼性が向上した結果、ラ・アトレブランドが周知され、マンション市場の活

況を背景として、物件の販売の順調な推移に加えて、仕入物件情報も大幅に増加し、より厳選した優良物件の仕

入が可能となりました。 
この結果、販売物件の取得を推進したことにより、当第１四半期末におけるたな卸資産は 7,155 百万円（前事

業年度末比 1,191 百万円増）となりました。 
売上高は前年同期比減となりましたが、当期は、前期受注残高が前々期受注残高と比べ少なかったことと、下

期に売上予定物件が集中しているためです。 
 
① 再生不動産事業 

当第１四半期の再生不動産事業は、リニューアルマンション 20 戸、インベストメントプロジェクト「ラ・ア

トレ駒込」１棟を引渡すことで、売上高 671 百万円となり、（前年同期比 2.3％増）となりました。 
また、仕入においては、都心部を中心とする地価上昇傾向を見越して、需要の高いエリアや高額物件の仕入

を重点的に行い、「リニューアル」及び、賃貸中の一棟物件「インベストメントプロジェクト」の取得に注力

しました。 
 
② 新築不動産事業 

当第１四半期の新築不動産事業は、デベロップメント業務において、「ラ・アトレ梅島」３戸、新築マンシ

ョン販売業務において「グラード南林間」４戸、ランドプロジェクト業務においては、「田園調布Ⅲプロジェ

クト」を引渡すことにより売上高 579 百万円（前年同期比 46.5%減）となりました。 
尚、「ラ・アトレ綱島東」の一棟による販売契約が当第１四半期に完了し、第２四半期の売上を見込んでお

ります。また、前期末の受注残高が前々期末の受注残高と比べ少なかったこともあり前年同期比減となりまし

た。 
 

(2) 不動産管理事業 
インベストメントプロジェクト（販売用不動産）により取得した物件、前期取得した「川崎藤ビル」（収益用

固定資産）により受取家賃が増加しました。  
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これにより当事業の売上高が 113 百万円（前年同期比 36.3％増）となりました。 
また、今後不動産証券化事業の立ち上げにより、ファンドからの管理手数料等の収入が見込まれ、比較的安定

的な収益が、今後の業績の押し上げに寄与すると考えます。 
 

(3) ゴルフ会員権事業 
当第１四半期は、ＩＴを活用した少数精鋭戦略により、販売件数１８件、売上高４２百万円（前年同期比

51.5%増）となりました。販売取扱単価が上昇したため、売上高は前年同期比増となりました。 
当第１四半期の経営成績は、売上高 1,422 百万円（対前年同期比増減率 23.7％減）、営業利益 66 百万円（同

64.2％減）、経常利益 10 百万円（同 92.4％減）、四半期（当期）純利益 5 百万円（同 93.5％減）となりました。 
 

２．財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債及び総資産の状況 

① 資産 
当第１四半期における総資産は、10,371 百万円となり、前事業年度末と比べ 924 百万円の増加となりました。

これは主に、今後の事業拡大と収益基盤の強化を図るため、収益物件の取得を積極的に推進したことと、不動

産販売事業の物件仕入が順調に進捗したことに伴うたな卸資産 1,190 百万円が増加したことによります。 
② 負債 

当第１四半期における負債総額は、8,944 百万円となり、前事業年度末と比べ 943 百万円の増加となりまし

た。これは、長期・短期借入金の増加及び、社債によるたな卸資産購入に伴う資金調達が 438 百万円増加した

ことによります。 
③ 純資産 

純資産は、1,427 百万円となりました。この結果、当第１四半期の自己資本比率は、13.8％となり、１株当

たり純資産は 73,127 円 52 銭となりました。 
  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物は、218 百万円増加し、1,178 百万円となりました。当第１四半

期における各キャッシュ・フローの状況とその増減の要因は次のとおりであります。 
① 営業活動によるキャッシュ・フロー  

当第１四半期における営業活動の主な収入は、税引前当期純利益 10 百万円、売上債権の減少 540 百万円で

あります。また、主な支出としては、たな卸資産の増加額 1,190 百万円があげられます。 
 これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは 735 百万円の減少となりました。 

 
② 投資活動によるキャッシュ・フロー  

当第 1 四半期における投資活動の主な収入は、定期預金の払戻による収入 32 百万円、積立預金の払戻によ

る収入 10 百万円であります。また、主な支出としては、定期預金の預入による支出 38 百万円、積立預金の預

入による支出 20 百万円となりました。 
 これらの結果、投資活動によるキャッシュ・フローは 25 百万円の減少となりました。 

 
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

当第 1 四半期における財務活動の主な収入は、長期借入金による収入 747 百万円、短期借入金増加額 471 百

万円、社債の発行による収入 582 百万円であります。また、主な支出としては、長期借入金の返済による支出

641 百万円、社債の償還による支出 161 百万円があげられます。 
 これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローは 979 百万円の増加となりました。 

 
 

３．業績予想に関する定性的情報 
中間期及び通期ともに、平成 19 年 5 月 14 日に発表いたしました平成 20 年 3 月期の業績予想を変更してお

りません。 
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（参考）不動産販売事業における当第１四半期の契約進捗状況 
 
１．契約高及び契約残高（受注高及び受注残高）  

               （単位：千円） 
前第１四半期 当第１四半期 

平成 19 年３月期 第１四半期 平成 20 年３月期 第１四半期 

（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） （自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

四半期中契約高 契約残高 四半期中契約高 契約残高 

953,731 232,875 2,172,386 1,125,927 

    

平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高 

6,274,697 1,248,625 6,726,677 208,462 

 
２．契約進捗率  

                     （単位：千円） 
当第１四半期 売上計上分 1,251,883

当第１四半期 契約済売上計上予定分 1,125,927

合  計 2,377,810

 
                           

不動産販売事業における売上予定 売上計上分進捗率 
契約済売上予定分（売上

計上分含）進捗率 

中間会計期間末 3,886,000 32.2％ 61.2％ 

事業年度末 9,285,000 13.5％ 25.6％ 

※ 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約時から引渡し時の 
間で、契約内容に変更等が出た場合、実際の売上計上金額と差異がでる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成18年６月30日) (平成19年６月30日) (平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※2 1,677,395 1,401,734 1,165,571 

 ２ 受取手形  ─ ─ 540,000 

 ３ 売掛金  847 4,507 4,892 

 ４ たな卸資産 ※2 4,145,216 7,155,270 5,964,513 

 ５ 前渡金  56,283 78,740 83,995 

 ６ その他  62,688 122,703 90,474 

 ７ 貸倒引当金  △ 522 △ 32 △ 237 

   流動資産合計   5,941,910 87.9 8,762,923 84.5  7,849,210 83.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物 ※2 230,638 592,638 593,504 

  (2) 土地 ※2 455,880 925,393 922,141 

  (3) その他  1,746 1,154 1,227 

   有形固定資産合計  688,266 1,519,186 1,516,873 

 ２ 無形固定資産  5,548 2,147 2,435 

 ３ 投資その他の資産  123,784 76,161 79,120 

   固定資産合計   817,598 12.1 1,597,495 15.4  1,598,429 16.9

Ⅲ 繰延資産   ─ 11,429 0.1  ─

   資産合計   6,759,508 100.0 10,371,848 100.0  9,447,639 100.0
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  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度 

要約貸借対照表 
  (平成18年６月30日) (平成19年６月30日) (平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比

(％)
(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  692,620 714,656 714,656 

 ２ 買掛金  333,047 56,478 69,385 

 ３ 短期借入金 ※2 1,190,700 2,106,400 1,635,100 
 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 ※2 1,299,800 1,370,497 1,440,390 

 ５ 未払法人税等  50,571 1,050 108,889 

 ６ 賞与引当金  3,132 5,600 3,200 

 ７ その他 ※3 208,693 257,160 348,413 

   流動負債合計   3,778,567 55.9 4,511,843 43.5  4,320,035 45.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  130,000 682,000 110,000 

 ２ 長期借入金 ※2 1,612,683 3,503,709 3,327,724 

 ３ 退職給付引当金  17,000 17,454 19,034 

 ４ その他  103,374 229,684 224,588 

   固定負債合計   1,863,058 27.6 4,432,848 42.7  3,681,347 39.0

   負債合計   5,641,626 83.5 8,944,692 86.2  8,001,383 84.7

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   290,475 4.3 315,225 3.1  315,115 3.3

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  234,455 259,523 259,413 

    資本剰余金合計   234,455 3.4 259,523 2.5  259,413 2.8

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  592,634 852,408 871,727 

    利益剰余金合計   592,634 8.8 852,408 8.2  871,727 9.2

   株主資本合計   1,117,564 16.5 1,427,156 13.8  1,446,256 15.3

Ⅲ 新株予約権   318 0.0 ─  ─

   純資産合計   1,117,882 16.5 1,427,156 13.8  1,446,256 15.3

   負債純資産合計   6,759,508 100.0 10,371,848 100.0  9,447,639 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３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   1,865,078 100.0 1,422,376 100.0  8,452,229 100.0

Ⅱ 売上原価   1,479,641 79.3 1,146,247 80.6  6,849,295 81.0

   売上総利益   385,437 20.7 276,128 19.4  1,602,933 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   199,764 10.7 209,744 14.7  862,460 10.2

   営業利益   185,672 10.0 66,384 4.7  740,473 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  943 0.1 314 0.0  1,777 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  55,085 3.0 56,654 4.0  187,017 2.2

   経常利益   131,530 7.1 10,044 0.7  555,232 6.6

Ⅵ 特別利益 ※3  ─ 190 0.0  57,518 0.7

Ⅶ 特別損失 ※4  ─ ─  5,892 0.1

   税引前四半期(当期) 
   純利益   131,530 7.1 10,235 0.7  606,859 7.2

   法人税、住民税 
   及び事業税  49,208 1,070 252,566 

   法人税等調整額  4,572 53,781 2.9 4,094 5,164 0.4 △ 2,550 250,016 3.0

   四半期(当期)純利益   77,749 4.2 5,070 0.3  356,842 4.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
前第１四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 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 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 150,975 94,955 518,796 764,727 318 765,045

第1四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行 139,500 139,500 ─ 279,000 ─ 279,000

 剰余金の配当 ─ ─ △ 3,912 △ 3,912 ─ △ 3,912

 四半期純利益 ─ ─ 77,749 77,749 ─ 77,749

  株主資本以外の項目の 
 第1四半期会計期間中の 
 変動額(純額) 

─ ─ ─ ─ ─ ─

第1四半期会計期間中の変動額 
合計(千円) 139,500 139,500 73,837 352,837 ─ 352,837

平成18年６月30日残高(千円) 290,475 234,455 592,634 1,117,564 318 1,117,882

 
当第１四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 315,115 259,413 871,727 1,446,256 ─ 1,446,256

第１四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行 110 110 ─ 220 ─ 220

 剰余金の配当  ─ ─ △ 24,390 △ 24,390 ─ △ 24,390

 四半期純利益 ─ ─ 5,070 5,070 ─ 5,070
 株主資本以外の項目の 
 第１四半期会計期間中の 
 変動額(純額) 

─ ─ ─ ─ ─ ─

第１四半期会計期間中の変動額 
合計(千円) 110 110 △ 19,319 △ 19,099 ─ △ 19,099

平成19年6月30日残高(千円) 315,225 259,523 852,408 1,427,156 ─ 1,427,156
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前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３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 

繰越利益剰余金

株主資本合計
新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 150,975 94,955 518,796 764,727 318 765,045

事業年度中の変動額  

 新株の発行 164,140 164,458 ─ 328,598 ─ 328,598

 剰余金の配当 ─ ─ △ 3,912 △ 3,912 ─ △ 3,912

 当期純利益 ─ ─ 356,842 356,842 ─ 356,842
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ △ 318 △ 318

事業年度中の変動額合計(千円) 164,140 164,458 352,930 681,528 △ 318 681,210

平成19年３月31日残高(千円) 315,115 259,413 871,727 1,446,256 ─ 1,446,256
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度の 

要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

  (自 平成18年４月1日  
 至 平成18年６月30日) 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年６月30日) 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３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   

 １ 税引前四半期(当期)純利益  131,530 10,235 606,859

 ２ 減価償却費  2,394 7,091 16,664

 ３ 減損損失  ─ ─ 2,230

 ４ 貸倒引当金の増減額  223 △ 405 3,879

 ５ 退職給付引当金の増減額  124 △ 1,579 2,158

 ６ 賞与引当金の増減額  1,566 2,400 1,633

 ７ 受取利息及び受取配当金  △ 92 △ 103 △ 845

 ８ 支払利息  24,494 43,375 118,574

 ９ 社債利息  710 2,300 3,783

 10 固定資産売却益  ─ ─ △ 50,708

 11 株式交付費  2,883 ─ 5,278

 12 社債発行費  ─ 6,001 12,218

 13 売上債権の増減額  4,748 540,384 △ 539,296

 14 たな卸資産の増減額  △ 639,957 △ 1,190,756 △ 2,421,029

 15 仕入債務の増減額  235,710 △ 12,907 △ 5,915

 16 未払消費税等の増減額  △ 12,894 ─ △ 12,894

 17 その他  △ 117,388 8,699 △ 103,852

    小計  △ 365,945 △ 585,263 △ 2,361,261

 18 利息及び配当金の受取額  40 103 781

 19 利息の支払額  △ 23,846 △ 44,415 △ 120,327

 20 法人税等の支払額  △ 118,885 △ 105,875 △ 265,592

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー  △ 508,636 △ 735,451 △ 2,746,399

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △ 32,520 △ 38,548 △ 128,053

 ２ 定期預金の払戻による収入  26,516 32,521 116,033

 ３ 積立預金の預入による支出  △ 22,505 △ 20,806 △ 89,023

 ４ 積立預金の払戻による収入  13,502 10,801 105,522

 ５ 有形固定資産の取得による支出  ─ △ 9,116 △ 1,086,699

 ６ 有形固定資産の売却による収入  ─ ─ 287,808

 ７ 貸付けによる支出  △ 300 ─ △ 300

 ８ 貸付金の回収による収入  283 171 12,134

 ９ 長期前払費用の取得による支出  ─ △ 570 △ 25,877

 10 その他  △ 39 △ 14 120

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー  △ 15,063 △ 25,561 △ 808,334
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  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度の 

要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

  (自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年６月30日) 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31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   

 １ 短期借入金の純増減額  256,900 471,300 701,300

 ２ 長期借入れによる収入  548,300 747,600 4,502,500

 ３ 長期借入金の返済による支出  △ 131,135 △ 641,507 △ 2,229,705

 ４ 社債の発行による収入  ─ 582,568 157,781

 ５ 社債の償還による支出  ─ △ 161,500 △ 28,500

 ６ 株式の発行による収入  276,117 220 323,001

 ７ 配当金の支払額  △ 3,912 △ 19,536 △ 3,912

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー  946,269 979,144 3,422,465

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  422,569 218,131 △ 132,268

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,092,281 960,013 1,092,281

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 ※1 1,514,851 1,178,144 960,013
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(5) 注記事項 
四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 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 
 時価のないもの 

移動平均法による原価
法又は償却原価法 

(1)有価証券 
  その他有価証券 
  時価のないもの 
    同 左 
 

(1)有価証券 
その他有価証券 
時価のないもの 

同 左 
 

 (2)デリバティブ 
 時価法 
 

(2)デリバティブ 
同 左 

(2)デリバティブ 
同 左 

 (3)たな卸資産 
個別法に基づく原価法 

(3)たな卸資産 
    同 左 

(3)たな卸資産 
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 
 (ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建
物については、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 10年～40年 
  構築物   13年 

工具器具備品  
3年～20年 

(1) 有形固定資産 
    同 左 
 
 
 
 

(1) 有形固定資産 
同 左 

 
 
 
 

 (2) ソフトウェア 
  自社利用のソフトウ

ェアについては、社内
における利用可能期間
(５年)に基づく定額法 

(2) ソフトウェア 
    同 左 

(2) ソフトウェア 
同 左 

 (3) 長期前払費用 
  定額法 
 

(3) 長期前払費用 
    同 左 

(3) 長期前払費用 
同 左 

３ 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
能性を検討し、回収不
能見込額を計上してお
ります。 

(1) 貸倒引当金 
    同 左 

(1) 貸倒引当金 
同 左 

 (2) 賞与引当金 
  従業員の賞与の支出

に備えるため、将来の
支給見込額のうち当期
の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 
同 左 

 (3) 退職給付引当金 
  当期末において従業

員が自己都合により退
職した場合の要支給額
の100％を計上しており
ます。 

(3) 退職給付引当金 
    同 左 

(3) 退職給付引当金 
同 左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ リース取引の処理方

法 
リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同 左 同 左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理によ

っております。なお、

特例処理の要件を満た

している場合は、特例

処理を適用しておりま

す。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 
  ヘッジ手段 金利ス

ワップ 
  ヘッジ対象 借入金

利息 
(3) ヘッジ方針 
  金利の低減のため、

対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っておりま

す。 
(4) ヘッジ有効性評価の方

法 
  ヘッジ開始時から有

効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎

にして判断しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 
    同 左 
 
 
 
 
 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 
    同  左 
  
 
 
(3) ヘッジ方針 
    同 左 
     
 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方

法 
        同 左 
        
  

(1) ヘッジ会計の方法 
    同 左 
 
 
 
 
 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 
    同  左 
  
 
 
(3) ヘッジ方針 
    同 左 
     
 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方

法 
        同 左 
        
  

６ 四半期キャッシュ・

フロー計算書におけ

る資金の範囲 

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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期

日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 

７ その他四半期財務諸

表作成のための基本

となる重要な事項 

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、

たな卸資産に係る控除対

象外消費税等は販売費及

び一般管理費に計上して

おります。 

同 左 同 左 
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会計処理の変更 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,117,564千円であ

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。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,446,256千円であ

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財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成してお

ります。 
       ─ 
 

       ─ 
 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 
 当事業年度より、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会 平成18年8月11日 実

務対応報告第19号）を適用しておりま

す。 
 これによる損益に与える影響はあり

ません。 
・損益計算書 
 前事業年度において、営業外費用で

表示しておりました「新株発行費」

は、当事業年度より「株式交付費」と

して表示しております。 
・キャッシュ・フロー計算書 
 前事業年度において、営業活動によ

るキャッシュ・フローに表示しており

ました「新株発行費」は、当事業年度

より「株式交付費」として表示してお

ります。 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(支払手数料の表示方法について) 
 前事業年度まで「販売費及び一般管

理費」の区分に含めておりました「手

数料」については、金融諸費用として

の意味合いが強くなってきたことか

ら、当事業年度より「営業外費用」の

区分の「支払手数料」に計上すること

といたしました。 
 これにより、従来の方法に比較して

「販売費及び一般管理費」は11,040千
円減少し、「営業利益」及び「営業外

費用」は同額増加しておりますが、

「経常利益」及び「税引前当期純利

益」への影響はありません。 

─ (支払手数料の表示方法について) 
 前事業年度まで「販売費及び一般管

理費」の区分に含めておりました「手

数料」については、金融諸費用として

の意味合いが強くなってきたことか

ら、当事業年度より「営業外費用」の

区分の「支払手数料」に計上すること

といたしました。 
 これにより、従来の方法に比較して

「販売費及び一般管理費」は30,572千
円減少し、「営業利益」及び「営業外

費用」は同額増加しておりますが、

「経常利益」及び「税引前当期純利

益」への影響はありません。 
 

追加情報 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

─ （社債発行費の会計処理） 
 当事業年度より、不動産購入資金を

社債発行によって初めて調達するよう

になったことに伴い、この社債発行費

は繰延資産に計上しております。尚、

この社債発行費の償却方法について

は、社債の償還までの期間にわたり利

息法による償却をしております。 
 繰延資産計上することにより、一括

費用計上と比べて「営業外費用」は、

11,429千円減少し、「経常利益」及び

「税引前当期純利益」は同額増加して

おります。 

─ 
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注記事項 
(四半期貸借対照表関係) 

 
前第1四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 
当第1四半期会計期間末 

(平成19年６月30日) 
前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

25,386千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対

応する債務 
 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金  50,443千円 
たな卸資産 3,692,104千円 
建物 227,250千円 
土地 455,880千円 
計 4,425,678千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

36,907千円

※２ 担保に供している資産及びこれに対

応する債務 
 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 20,036千円

たな卸資産 6,289,284千円

建物 581,417千円

土地 925,393千円

計 7,816,131千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

30,103千円

※２ 担保に供している資産及びこれに対

応する債務 
 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 20,029千円

たな卸資産 5,684,052千円

建物 581,858千円

土地 922,141千円

計 7,208,082千円

  
(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 1,078,700千円 

１年以内返済予定 
長期借入金 1,259,554千円 

長期借入金 1,511,966千円 
計 3,850,221千円 

 

(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 1,992,400千円 

１年以内返済予定 
長期借入金 1,328,817千円 

その他（流動負債） 25,000千円 
長期借入金 3,444,139千円 
社債 225,000千円 
計 7,015,357千円 

 

(2) 上記に対応する債務 
短期借入金 1,561,100千円

１年以内返済予定 
長期借入金 1,397,178千円

長期借入金 3,261,187千円

計 6,219,465千円
 

※３ 消費税の取扱い 
   仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

※３ 消費税の取扱い 
     同 左 

※３ 消費税の取扱い 
               ─ 
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(四半期損益計算書関係) 
  

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 68千円

雑収入 851千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 79千円

雑収入 211千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 781千円

雑収入 931千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 24,494千円

新株発行費 2,883千円

社債利息 710千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 43,375千円

社債発行費 5,971千円

社債利息 2,300千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 118,574千円

株式交付費 5,278千円

社債発行費 12,218千円
 

支払手数料 11,040千円

株式公開費用 15,958千円

 
 

支払手数料 4,443千円

雑損失 563千円

 
 

社債利息 3,783千円

支払手数料 30,572千円

雑損失 631千円
 

株式公開費用 15,958千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
   ― 

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
貸倒引当金戻入益 190千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの 
固定資産売却益 50,708千円

違約金 6,809千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
       ─  
 
※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,106千円

無形固定資産 287千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
       ─  
      
 ※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,803千円

無形固定資産 287千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 
貸倒引当金繰入額 3,661千円

 
減損損失 2,230千円

※５ 減価償却実施額 
有形固定資産 15,896千円

無形固定資産 1,151千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 
前第１四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

 １ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式(株) 15,648 1,000 ─ 16,648
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
公募増資による増加   1,000 株 

 
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） 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前事業 
年度末 増加 減少 当四半期会

計期間末 

当四半期会
計期間末

 残高 
（千円）

第1回新株引受権 普通株式 2,544 ― ─ 2,544 318

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権 
 ―

合計  318
（注）１ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 
 

当第１四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 １ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式(株) 19,512 4 ─ 19,516
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
ストックオプションの権利行使による増加   4 株 

 
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 
   該当事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 
  （1）配当金支払額 

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19年6月27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 24,390 1,250 平成19年3月31日 平成19年6月28日

 
（２）基準日が当四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 
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前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 １ 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 15,648 3,864 ─ 19,512
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
公募増資による増加   1,000 株 
ストックオプションの権利行使による増加   320 株 
第１回新株引受権の権利行使による増加   2,544 株 

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) ─ ─ ─ ─

 
 
３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株） 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前事業 
年度末 増加 減少 当事業 

年度末 

前事業 
年度末残高
（千円）

第1回新株引受権 普通株式 2,544 ― 2,544 ― ―

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権 
 ―

合計  ―

（注）１ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
    ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 
      第１回新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 

 
 
４ 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6月29日 
定時株主総会 普通株式 3,912 250 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 
 
 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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19年6月27日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 24,390 1,250 平成19年3月31日 平成19年6月28日
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※1 現金及び現金同等物の四半期

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 
 

現金及び預金 1,677,395千円 
預入期間３か月

超の定期預金 △162,544千円 
現金及び現金同

等物 1,514,851千円 

 
 
 
 
 
 

※1 現金及び現金同等物の四半期

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 
 

現金及び預金 1,401,734千円 
預入期間３か月

超の定期預金 △223,589千円 
現金及び現金同

等物 1,178,144千円 
 

※1 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 
 

現金及び預金 1,165,571千円 
預入期間３か月

超の定期預金 △205,557千円 
現金及び現金同

等物 960,013千円 
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(リース取引関係) 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 
 
 内容の重要性が乏しく、契約１件

当たりの金額が少額なリース取引の

ため記載を省略しております。 

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 
 
      同左 
 
 

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 
 
      同左 
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(有価証券関係) 
前第１四半期会計期間末(平成 18 年６月 30 日) 
時価評価されていない有価証券 

 
内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 2,000

 
 

 
当第１四半期会計期間末(平成 19 年６月 30 日) 
時価評価されていない有価証券 

 
内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 1,999

 
 

 
前事業年度末(平成 19 年３月 31 日) 
時価評価されていない有価証券 

 
内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 1,999
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(デリバティブ取引関係) 
 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年6月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日) 

     前事業年度 
  (自 平成18年４月１日 
   至 平成19年３月31日) 

当社のデリバティブ取引には、ヘッジ

会計を適用しているため、該当事項は

ありません。 

四半期末残高がないため、該当事項は

ありません。 
当社のデリバティブ取引には、ヘッジ

会計を適用しているため、該当事項は

ありません。 
 

（ストック・オプション等関係） 
 前第１四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 

 該当事項はありません。 
 

 当第１四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 該当事項はありません。 
 

 前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３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 

会社名 提出会社 

 第1回 第2回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

付与対象者の区分及び人数 従業員10名 取締役7名、監査役3名、従業員36名

株式の種類及び付与数 普通株式  28株 普通株式 748株 

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日 

権利確定条件 

付与日（平成15年12月17日）から 
権利確定日（平成17年６月23日） 
まで継続して勤務していること及び

権利行使の時点において、当社社員

の地位を有することを要します。 

付与日（平成15年12月17日）から 
権利確定日（平成17年６月23日） 
まで継続して勤務していること及び

権利行使の時点において、当社取締

役、監査役又は社員の地位を有する

ことを要します。 

対象勤務期間 平成15年12月17日 
～平成17年６月23日 

平成16年３月15日 
～平成17年６月23日 

権利行使期間 平成17年６月24日 
～平成25年３月31日 同 左 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
  ①ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 同 左 

権利確定前   

 期首(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後   

 期首(株) 48 1,084

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 12 308

 失効(株) 8 28

 未行使残(株) 28 748
   

②ストック・オプションの数 
会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利行使価格(円) 45,000 55,000

行使時平均株価(円) 350,434 352,926
付与日における公正な 
評価単価（円） ─ ─
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(持分法損益等) 
前第１四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日) 
 該当事項はありません。 

 
当第１四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 
 該当事項はありません。 

 
前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

  該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額  67,148円17銭 １株当たり純資産額   73,127円52銭 １株当たり純資産額    74,121円38銭

１株当たり四半期純利益 4,900円07銭 １株当たり四半期純利益 259円86銭 １株当たり当期純利益  21,201円53銭

潜在株式調整後１株 
当たり四半期純利益   4,020円14銭 

潜在株式調整後１株 
当たり四半期純利益   252円19銭

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益     18,060円68銭

 
(注) １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前第１四半期会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の四半期（当期） 
純利益(千円) 77,749 5,070 356,842

普通株式に係る四半期（当期） 
純利益(千円) 77,749 5,070 356,842

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株) 15,867 19,512 16,831

潜在株式調整後1株当たり四半期（当

期）純利益金額  

四半期（当期）純利益調整額 
（千円） ― ─ ―

普通株式増加数（株） 3,473 594 2,927

  

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株引受権の残高318千
円及び新株予約権２種

類（1,132個） 

新株予約権２種類（772
個） 

新株予約権２種類 (776
個)。 
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(重要な後発事象) 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

        ─          ─ 平成19年4月16日開催の取締役会にお

いて、無担保社債の発行を決議し、平

成19年4月27日に発行いたしました。

その概要は以下の通りであります。 
（1）第5回無担保社債 
①発行総額  200百万円 
②発行価格 額面100円につき金100円
③利率    年1.20％ 
④払込期日  平成19年4月27日 
⑤償還価額 額面100円につき金100円
⑥償還期限  平成22年4月27日 
（毎年2回金1,500,000円を償還、償還

期日に残額全部を償還） 
⑦資金の使途 運転資金 
 
（2）第6回無担保社債 
①発行総額  150百万円 
②発行価格 額面100円につき金100円
③利率    年1.92％ 
④払込期日  平成19年4月27日 
⑤償還価額 額面100円につき金100円
⑥償還期限  平成22年4月27日 
（償還期日に全額を償還） 
⑦資金の使途 運転資金 
 
平成19年6月11日開催の取締役会におい

て、無担保社債の発行を決議し、平成

19年6月20日に発行いたしました。その

概要は以下の通りであります。 
 
（3）第7回無担保社債 
①発行総額 250百万円 
②発行価格 額面100円につき金100円
③利率 初回利息期間に適用される 
    利率 0.875％ 
    第2回以降利息利息期間に適用

    される利率 
    基準利率から年率1.00％を 
    差引いた利率 
④払込期日 平成19年6月20日 
⑤償還価額 額面100円につき金100円
⑥償還期限  平成29年6月20日 
（ 毎 年 2 回 金 500,000 円 を 償 還 、

償還期日に残額全部を償還）） 
⑦資金の使途 運転資金 
  


