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１．平成20年６月期第１四半期の連結業績（平成19年７月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％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６月期第１四半期 13,192 142.4 1,464 225.6 1,231 244.7 716 242.4

19年６月期第１四半期 9,267 156.9 649 138.4 503 99.4 295 96.2

19年６月期 37,712 － 3,290 － 2,387 － 1,098 －

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６月期第１四半期 13,330 66 12,964 13

19年６月期第１四半期 5,952 69 5,374 43

19年６月期 21,450 18 19,895 13

(2）連結財政状態  

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６月期第１四半期 27,423 4,857 17.5 89,432 85

19年６月期第１四半期 21,768 3,200 14.6 63,615 06

19年６月期 29,538 4,192 14.0 77,121 08

(3）連結キャッシュ・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６月期第１四半期 △4,370 △422 2,626 2,217

19年６月期第１四半期 △4,888 △225 4,252 1,423

19年６月期 △1,133 △409 3,642 4,384

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年６月期 ― ― ― 1,000 00 1,000 00

20年６月期 ― ― ― ― ―

　　    20年６月期（予想） ― 700 00 ― 700 00 1,400 00

３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日　～　平成20年６月30日）

 （％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 16,848 △0.7 1,864 34.0 1,262 34.4 742 34.6 13,926 54

通期 40,051 6.2 4,210 28.0 3,006 25.7 1,760 60.3 33,043 62
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 －社 （社名　－） 除外 －社 （社名　－）

(2）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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「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。

５．個別業績の概要（平成19年７月１日　～　平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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６月期第１四半期 12,288 143.1 1,445 250.4 1,330 278.5 805 286.3

19年６月期第１四半期 8,584 147.0 577 124.2 477 99.8 281 98.5

19年６月期 35,459 － 2,846 － 2,128 － 965 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年６月期第１四半期 14,996 16

19年６月期第１四半期 5,670 92

19年６月期 18,865 26

(2）個別財政状態  

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６月期第１四半期 26,488 4,708 17.8 87,563 70

19年６月期第１四半期 21,438 3,110 14.5 62,112 37

19年６月期 28,679 3,953 13.8 73,584 20

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

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

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

　  能性があることをご承知おきください。
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２．【定性的情報・財務諸表等】

  １．連結経営成績に関する定性的情報

 　   当第１四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資が引続き堅調であること等、景気の回

　　復基調は維持されているものの、原油・原材料価格の高騰や米国でのサブプライムローンに端を発した世界的な金融

　　不安等の様々な要因が懸念される状況にありました。

　　  当不動産業界におきましては、一時期のＪ－ＲＥＩＴ（日本版不動産投資信託）や国内外のファンドの拡大による

　　過熱感が、物件査定の厳格化や金利の上昇等もあって沈静化傾向にあるものの、都心部の物件については依然として

　　価格及び賃料が高水準で推移しております。

　 　 当社グループ（当社及び連結子会社）は、成長ドライバーとなっている不動産流動化事業及び分譲事業の更なる業

　　容拡大に注力し、それに伴う賃貸管理・仲介事業、賃貸保証事業並びにゼネコン向けの人材派遣事業を展開し、総合

　　不動産企業を目指して事業展開をしております。

　 　 その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高13,192,896千円、営業利益1,464,462千円、経常利

　　益1,231,110千円、第１四半期純利益716,402千円となりました。

 

　２．連結財政状態に関する定性的情報

　  当第１四半期の財政状態は、総資産が27,423,970千円、負債が22,566,730千円、純資産が4,857,239千円となりま

　した。

　　当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末残高に比

　べ、2,167,088千円減少し、2,217,347千円となりました。

　　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前第１四半期純利益が1,236,061千円ありました

　が、たな卸資産の増加額が315,653千円となったことや、前受金の減少額が4,609,421千円になったことと、法人税等

　の支払額が1,272,491千円だったこと等により、4,370,605千円の資金の減少となりました。

　　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、差入保証金の増加額が100,697千円、関係会社株式の取得が

　86,170千円及び連結子会社株式の取得が240,366千円等があったことにより422,794千円の資金の減少となりました。

　　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済による支出が1,628,443千円があったもの

　の、短期借入金の増減額が3,283,820千円の増加になったことと、長期借入金による収入が1,072,364千円あったこと

　により2,626,311千円の資金の増加になりました。

 

　３．業績予想に関する定性的情報（平成19年７月１日～平成20年６月30日）

    当第１四半期の業績につきましては、西麻布の大型流動化物件の引渡しが完了した事を始め、概ね予想通りに推移

　しており、本資料の公表時点では中間及び通期の業績予想に変更はありません。
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３．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期末）

  当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期末）

増　減
（参考）前期末

　（平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（資産の部）       

Ⅰ　流動資産       

１．現金及び預金  1,423,845 2,217,347 793,501  4,384,435

２．受取手形及び売掛金  65,809 188,663 122,854  143,251

３．営業貸付金  60,735 283,562 222,826  211,028

４．たな卸資産 ※１ 18,630,639 21,704,092 3,073,452  21,386,694

５．前渡金  587,641 366,907 △220,734  846,898

６．繰延税金資産  75,670 123,053 47,382  598,846

７．その他 ※４ 226,234 368,388 142,154  247,649

貸倒引当金  △1,241 △81,916 △80,675  △50,599

流動資産合計  21,069,335 25,170,098 4,100,763 119.5 27,768,203

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産 ※２ 77,594 565,261 487,667  530,920

２．無形固定資産  54,704 639,465 584,761  330,648

３．投資その他の資産  567,730 1,049,901 482,171  909,632

貸倒引当金  △780 △756 24  △846

投資その他の資産合計  566,949 1,049,144 482,195  908,786

固定資産合計  699,248 2,253,872 1,554,623 322.3 1,770,355

資産合計  21,768,583 27,423,970 5,655,386 126.0 29,538,559
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 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期末）

  当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期末）

増　減
（参考）前期末

　（平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．支払手形及び買掛金  10,954 362,917 351,963  476,349

２．一年内償還予定社債  100,000 590,000 490,000  200,000

３．短期借入金  ※１ 10,090,874 6,409,000 △3,681,874  3,125,180

４．一年内返済予定
長期借入金

 ※１ 2,740,160 6,890,660 4,150,500  7,839,654

５．未払法人税等  － 42,425 42,425  1,261,339

６．賞与引当金  20,720 65,036 44,316  18,642

７．前受金  － 174,397 174,397  4,783,819

８．その他 ※５ 965,472 1,044,613 79,141  802,454

流動負債合計  13,928,181 15,579,051 1,650,870 111.9 18,507,439

Ⅱ　固定負債       

１．社債  910,000 320,000 △590,000  760,000

２．転換社債型
新株予約権付社債

 － 2,500,000 2,500,000  2,500,000

３．長期借入金 ※１ 3,491,070 3,129,825 △361,245  2,690,954

４．偶発損失引当金 ※３ － 561,000 561,000  561,000

５．その他  239,259 476,853 237,594  327,135

固定負債合計  4,640,329 6,987,678 2,347,349 150.6 6,839,089

負債合計  18,568,510 22,566,730 3,998,219 121.5 25,346,529

       

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  991,380 1,070,730 79,350 108.0 1,069,590

２．資本剰余金  761,080 840,430 79,350 110.4 839,290

３．利益剰余金  1,433,382 2,895,066 1,461,684 202.0 2,232,374

株主資本合計  3,185,842 4,806,226 1,620,384 150.9 4,141,254

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金  － 3,024 3,024 － 2,075

評価・換算差額等合計  － 3,024 3,024 － 2,075

Ⅲ　少数株主持分  14,230 47,988 33,757 337.2 48,700

純資産合計  3,200,072 4,857,239 1,657,167 151.8 4,192,030

負債純資産合計  21,768,583 27,423,970 5,655,386 126.0 29,538,559
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(2）四半期連結損益計算書

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期）

 増　減
（参考）前期

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

Ⅰ　売上高  9,267,612 13,192,896 3,925,283 142.4 37,712,132

Ⅱ　売上原価  7,942,640 10,619,787 2,677,146 133.7 31,100,920

売上総利益  1,324,971 2,573,109 1,248,137 194.2 6,611,212

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 675,776 1,108,646 432,870 164.1 3,320,661

営業利益  649,195 1,464,462 815,267 225.6 3,290,550

Ⅳ　営業外収益  7,319 17,053 9,734 233.0 48,951

１．受取利息  111 2,197 2,086  3,632

２．その他  7,208 14,856 7,647  45,319

Ⅴ　営業外費用  153,466 250,405 96,939 163.2 951,974

１．支払利息  81,828 173,797 91,969  540,634

２．借入事務手数料  67,545 62,764 △4,781  374,126

３．持分法による投資損益  － 4,325 4,325  －

４．その他  4,092 9,518 5,425  37,212

経常利益  503,048 1,231,110 728,062 244.7 2,387,527

Ⅵ　特別利益  － 5,017 5,017 － 101,560

１．固定資産売却益 ※２ － － －  3,211

２．関係会社株式売却益  － － －  98,348

３．貸倒引当金戻入益  － 5,017 5,017  －

Ⅶ　特別損失  － 66 66 － 607,662

１．事務所移転損失  － － －  820

２．投資有価証券評価損  － － －  8,841

３．業務委託解約金  － － －  37,000

４．偶発損失引当金繰入額 ※５ － － －  561,000

５．固定資産除却損 ※３ － 17 17  －

６．固定資産売却損 ※４ － 48 48  －

税金等調整前四半期（当期）
純利益

 503,048 1,236,061 733,013 245.7 1,881,425

法人税、住民税及び事業税  182,548 50,084 △132,464 27.4 1,526,303

法人税等調整額  27,777 474,495 446,718 － △740,633

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

 △2,769 △4,921 △2,152 56.3 △2,299

四半期（当期）純利益  295,491 716,402 420,911 242.4 1,098,055
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

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

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 8,820 8,820 － 17,640 － － 17,640

第１四半期純利益 － － 295,491 295,491 － － 295,491

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

－ － － － － 844 844

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

8,820 8,820 295,491 313,131 － 844 313,975

平成18年９月30日　残高（千円） 991,380 761,080 1,433,382 3,185,842 － 14,230 3,200,072

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年６月30日　残高（千円） 1,069,590 839,290 2,232,374 4,141,254 2,075 48,700 4,192,030

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 1,140 1,140 － 2,280 － － 2,280

第１四半期純利益 － － 716,402 716,402 － － 716,402

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

－ － △53,710 △53,710 948 △711 △53,472

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

1,140 1,140 662,692 664,972 948 △711 665,209

平成19年９月30日　残高（千円） 1,070,730 840,430 2,895,066 4,806,226 3,024 47,988 4,857,239

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 87,030 87,030 － 174,060 － － 174,060

当期純利益 － － 1,098,055 1,098,055 － － 1,098,055

連結除外による剰余金増加額 － － △3,572 △3,572 － － △3,572

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － 2,075 35,314 37,389

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

87,030 87,030 1,094,483 1,268,543 2,075 35,314 1,305,932

平成19年６月30日　残高（千円） 1,069,590 839,290 2,232,374 4,141,254 2,075 48,700 4,192,030
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第１四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第１四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

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１四半期
（当期）純利益

 503,048 1,236,061 1,881,425

減価償却費  5,344 28,918 33,599

のれん償却額  300 20,271 1,002

社債発行費償却  － － 19,835

新株発行費償却  3,697 － －

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △624 △4,337 48,799

賞与引当金の増加額  15,502 46,394 13,424

保証履行引当金の増加額  － 1,843 －

偶発損失引当金の増加額  － － 561,000

受取利息  △111 △2,197 △3,632

受取手数料  － － △20,000

賠償金収入  － － △5,000

支払利息  81,828 173,797 540,634

借入事務手数料  3,697 62,764 374,126

持分法による投資損益  － 4,325 －

固定資産売却益  － － △3,211

優先出資損益  － － △1,412

固定資産除却損  － 17 －

固定資産売却損  － 48 －

事務所移転損失  － － 820

投資有価証券評価損  － － 8,841

業務委託解約金  － － 37,000

関係会社株式売却益  － － △98,348

売上債権の増加額  △8,209 △10,232 △52,474

たな卸資産の増減額  △4,899,008 △315,653 △7,656,807

営業貸付金の減少額
（△増加額）

 16,421 △72,533 △133,871

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △19,403 △113,431 396,979

前渡金の減少額
（△増加額）

 △129,444 479,991 △392,061

前受金の増加額
（△減少額）

 57,058 △4,609,421 4,781,219
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第１四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第１四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

預り金の増加額
（△減少額）

 △4,726 － －

未収消費税等の増加額
（△減少額）

 △923 △58,384 78,802

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 6,451 △66,490 80,810

預り敷金保証金の増加額  7,361 140,355 38,899

その他  22,044 229,186 △12,917

小計  △4,339,693 △2,828,706 517,486

利息の受取額  180 2,281 3,535

手数料の受取額  － － 20,000

賠償金の受取額  － － 5,000

利息の支払額  △94,934 △208,924 △555,931

借入事務手数料の支払額  △3,697 △62,764 △374,126

事務所移転による支払額  － － △820

業務委託解約による支払額  － － △37,000

法人税等の支払額  △450,229 △1,272,491 △712,112

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △4,888,374 △4,370,605 △1,133,969
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第１四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第１四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
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

    

有形固定資産の取得による
支出

 － △57,839 △77,853

無形固定資産の取得による
支出

 △17,310 △27,874 △66,731

差入保証金の増加による支出  △3,655 △100,697 △55,515

差入保証金の回収による収入  60 154 16,078

投資有価証券の取得による
支出

 △190,000 － △208,582

投資有価証券の償還による
収入

 － 90,000 －

関係会社株式の取得による
支出

 － △86,170 －

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出

 － △240,366 △67,006

連結子会社株式の追加取得に
よる支出

 △15,000 － △15,000

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の売却による収入

 － － 65,267

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △225,906 △422,794 △409,343
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第１四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第１四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の増減額  1,092,874 3,283,820 △6,437,820

長期借入れによる収入  3,613,000 1,072,364 13,722,000

長期借入金の返済による支出  △433,110 △1,628,443 △6,242,732

社債の発行による収入  － － 2,480,164

社債の償還による支出  △50,000 △50,000 △100,000

割賦債務の返済による支出  △1,296 － △4,641

株式の発行による収入  13,942 2,280 174,060

連結子会社設立に伴う少数株
主からの払込による収入

 17,000 － 17,000

連結子会社増資に伴う少数株
主からの払込による収入

 － － 34,000

配当金の支払  － △53,710 －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 4,252,409 2,626,311 3,642,031

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額）

 △861,871 △2,167,088 2,098,718

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,252,717 4,384,435 2,252,717

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う期首残高
の増加額

 33,000 － 33,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半
期末（期末）残高

※１ 1,423,845 2,217,347 4,384,435
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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
前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　　　７社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ティー・バイ・エスイ

   ンターナショナル

 　株式会社ギブコム

 　株式会社東京リペア

 　ジューンブロス株式会社

(1)連結子会社の数　　　８社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ギブコム

 　株式会社東京リペア

 　株式会社エスグラント・アドバ

　 イザーズ

 　長柄ショッピングリゾート株式

　 会社

 　株式会社インターワオ

 　平成19年７月31日に株式会社イ

　 ンターワオの株式を95.24％取得

　 し、当連結会計年度より連結子

　 会社といたしましたが、平成19

   年８月１日をみなし取得日とし

   て連結しております。

(1)連結子会社の数　　　７社

 　子会社は全て連結されておりま

　 す。

(2)連結子会社の名称

 　株式会社S-fit

 　株式会社S-net

 　株式会社エスジーインベス

　 ターズ

 　株式会社ギブコム

 　株式会社東京リペア

 　株式会社エスグラント・アドバ

　 イザーズ

 　長柄ショッピングリゾート株式

　 会社

 　当連結会計年度より、新規に設

   立した株式会社ギブコム、株式

   会社東京リペア、株式会社エス

   グラント・アドバイザーズを連

   結の範囲に含めました。

   また、平成19年５月10日に長柄

   ショッピングリゾート株式会社

   の株式を取得し連結子会社とい 

   たしましたが、平成19年６月30

   日をみなし取得日としているた

   め、同日現在の貸借対照表のみ

   を連結しております。

   また、平成19年５月16日に前連

   結会計年度に取得したティー・ 

   バイ・エスインターナショナル

   の株式を90％売却し、当連結子

   会社に該当しなくなった為、損

   益計算書及びキャッシュ・フ

   ロー計算書につきましては、平

   成18年７月１日から平成19年４

   月30日までを連結しておりま

　 す。

２．持分法の適用に関する事

項

 　該当事項はありません。 (1)持分法を適用した関連会社数

　　　　　　　　　　 １社

(2)関連会社の名称

 　株式会社彩季

   なお、株式会社彩季は株式の取

   得により新たに関連会社となっ 

   たことから、当連結会計年度よ

   り持分法を適用しております。

 　該当事項はありません。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

 　連結子会社の第１四半期決算日

　 は、第１四半期連結決算日と一

   致おります。

 　連結子会社の決算日は、次のと

　 おりであります。

　 連結子会社のうち、株式会社イ

　 ンターワオの決算日は７月31

   日、長柄ショッピングリゾート

   株式会社の決算日は３月31日で

   あります。

   連結財務諸表の作成に当たって

   は連結決算日現在で実施した仮

   決算に基づく財務諸表を使用し

   ております。

   なお、上記以外の連結子会社の

   第１四半期決算日は第１四半期

　 連結決算日と一致しておりま

　 す。

 　連結子会社の決算日は、次のと

　 おりであります。

　 連結子会社のうち、長柄ショッ

　 ピングリゾート株式会社の決算

   日は３月31日であります。

   連結財務諸表の作成に当たって

   は連結決算日現在で実施した仮

   決算に基づく財務諸表を使用し

   ております。

   なお、上記以外の連結子会社の

   決算日は連結決算日と一致して

   おります。
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項目
前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 

 

①　有価証券

－

 

 

①　有価証券

 　 その他有価証券

    イ　時価のあるもの

　　　  第１四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、売却時価は移

　　　　動平均法により算定）

 　 ロ　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

        なお、特定目的会社に対す

        る優先出資証券について

        は、その損益のうち当社に

        帰属する持分相当損益を

       「営業外収益」又は「営業

        外費用」に計上するととも

        に「投資有価証券」を加減

        する方法

 

 

①　有価証券

 　 その他有価証券

    イ　時価のあるもの

　　　  連結決算日の市場価格等に

　　　　基づく時価法（評価差額は

　　　　全部純資産直入法により処

　　　　理し、売却時価は移動平均

　　　　法により算定) 

 　 ロ　時価のないもの

同左

②　デリバティブ

 　　 時価法

③　たな卸資産

    イ　販売用不動産及び仕掛販売

      　用不動産

 　　　 個別法による原価法

    ロ　貯蔵品

  　　  移動平均法による原価法

②　デリバティブ

 同左

③　たな卸資産

    イ　販売用不動産及び仕掛販売

      　用不動産

 同左

    ロ　貯蔵品

 同左

②　デリバティブ

 同左

③　たな卸資産

    イ　販売用不動産及び仕掛販売

      　用不動産

 同左

    ロ　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

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　10～35年

機械装置及び運搬具　　２～３年

その他　　　　　　　　３～８年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　３～35年

機械装置及び運搬具　　２～３年

その他　　　　　　　　３～15年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

①　有形固定資産

   　 定率法

 　　 なお、主な耐用年数は以下の

　　　とおりであります。

 建物及び構築物　    　８～35年

機械装置及び運搬具　　２～４年

その他　　　　　　　　３～10年

 　　 また、取得価額が10万円以上

　　　20万円未満の少額減価償却資

      産については、３年間で均等

      償却を行っております。

 　 （会計方針の変更）

      法人税法の改正に伴い、当連

　　結会計度より、平成19年４月１

　　日以降に取得した有形固定資産

　　について、改正後の法人税法に

　　基づく減価償却の方法に変更し

　　ております。

　　　これによる損益に与える影響

　　は軽微であります。

②　無形固定資産

 　　 自社利用のソフトウェアにつ

      いて、社内における見込利用

      可能期間（５年以内）に基づ

      く定額法

②　無形固定資産

 同左

②　無形固定資産

 同左

③　長期前払費用

 　　 均等償却

③　長期前払費用

 同左

③　長期前払費用

 同左
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項目
前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

(3）繰延資産の処理方法  ①　新株発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

　 　ります。

 ②　社債発行費

－ 

 ①　株式交付費

 －

 

 ②　社債発行費

－ 

 ①　株式発行費

 －

 

 ②　社債発行費

 　　支出時に全額費用処理してお

　　 ります。

(4）重要な引当金の計上基準  ①　貸倒引当金

 　　債権の貸倒れによる損失に備

　　 えるため、一般債権について

     は貸倒実績率により、貸倒懸

     念債権等特定の債権について

     は個別に回収可能性を勘案

     し、回収不能見込額を計上し

     ております。

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当第１四半期連結会計期

     間の負担額を計上しておりま

     す。

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 同左

 ①　貸倒引当金

 同左

 

 

 

 

 

 

 ②　賞与引当金

 　　従業員賞与の支給に充てるた

　　 め、将来の支給見込額に基づ

     き、当連結会計年度の負担額

　　 を計上しております。

 ③　偶発損失引当金

 －

 ③　偶発損失引当金

 　　一部の開発プロジェクトにつ

　   いて、将来発生する可能性の

     高い偶発損失のうち、必要と

     認められる額を計上しており

     ます。

 ③　偶発損失引当金

 同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

　　　リース物件の所有権が借主に

　　　移転すると認められるもの以

　　　外のファイナンス・リース取

　　　引については、通常の賃貸借

　　　取引に係る方法に準じた会計

　　　処理によっております。

 同左  同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法 － － 　①　ヘッジ会計の方法

 　　 金利キャップ取引について

　　　は、特例処理の要件を満たし

　　　ておりますので、特例処理を

　　　採用しております。

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段　金利キャップ

　　　ヘッジ対象　借入金の支払利

　　　　　　　　　息

　③　ヘッジ方針

　　　借入金の金利変動リスクを回

　　　避する目的で金利キャップ取

　　　引を行っております。

　④　ヘッジの有効性評価の方法

　　　金利キャップの特例処理の要

　　　件を満たしているため、決算

　　　日における有効性の評価を省

　　　略しております。

(7）その他第１四半期連結財

務諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事項

　　　消費税等の会計処理

  　　税抜方式によっております。

　　　なお、控除対象外消費税等

　　　は、固定資産に係るものは投

　　　資その他の資産の「その他」

　　　に計上し（５年償却）、それ

　　　以外は発生年度の期間費用と

　　　しております。

　消費税等の会計処理

 同左

　消費税等の会計処理

 同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 　　 連結子会社の資産及び負債の

　　　評価については、全面時価評

      価法を採用しております。

 同左  同左
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項目
前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

６．のれんの償却に関する事

項

 　　 のれんは、５年間で均等償却

　　　しております。

 同左  同左

７．第１四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書（連

結キャッシュ・フロー計

算書）における資金の範

囲

 　　 手許現金、要求払預金及び取

      得日から３ヶ月以内に満期の

　　　到来する流動性の高い、容易

　　　に換金可能であり、かつ、価

　　　値の変動について僅少なリス

　　　クしか負わない短期的な投資

　　　であります。

 同左  同左
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

 前年同四半期末

（平成19年６月期第１四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期第１四半期末）

 前期

（平成19年６月期）

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　　　　 15,784,785千円

（2)担保付債務

短期借入金 8,075,874千円 

一年内返済予定長期

借入金

2,291,500千円

長期借入金 3,463,000千円

 　　　計 13,830,374千円

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　 14,593,773千円

（2)担保付債務

短期借入金 2,845,500千円 

一年内返済予定長期

借入金

6,815,980千円 

長期借入金  2,936,000千円

 　　　計 12,597,480千円

 ※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　 応する債務

（1)担保資産

たな卸資産　　    　 13,811,287千円

（2)担保付債務

短期借入金 　2,803,180千円 

一年内返済予定長期

借入金

7,731,760千円

長期借入金 2,665,000千円

 　　　計 13,199,940千円

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 43,696千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　   2,083,274千円であります。

 ※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　 2,059,112千円であります。

 ※３　　　　　　　　－  ※３　偶発債務

 　　　当社が取得しました事業用地につい

       て瑕疵が存在するため、将来におい

　　　 て561百万円の損失を計上する可能性

　　　 があります。

　　　 なお、この予想される損失の金額に

       ついて偶発損失引当金を計上してお

       ります。

 ※３　　　　　　　  同左

 ※４　未収消費税等は、流動資産の「その

　　　 他」に含めて表示しております。

 ※４　　　　　　　 同左  ※４ 　　　　　　　　－

 ※５　未払消費税等は、流動負債の「その

　　　 他」に含めて表示しております。

 ※５ 　　　　　　　同左  ※５ 　　　　　　 　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

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

 　　　広告宣伝費　　　　　 49,964千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　　246千円

 　　　給与手当 　　　 　  249,457千円

 　　　賞与引当金繰入額　 　15,502千円

 　　　広告宣伝費　　　　 　67,784千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　  299千円

 　　　給与手当 　　　 　  332,650千円

 　　　賞与引当金繰入額　   43,741千円

 　　　賞与　　　　　　　　 89,284千円

       のれん償却　　　　　 20,271千円

 　　　広告宣伝費　　　　　　187,021千円

 　　　貸倒引当金繰入額　　　 48,423千円

 　　　給与手当 　　　 　　　946,440千円

 　　　賞与引当金繰入額　　　 17,744千円

 　　　賞与　　　        　  337,816千円

 　　　のれん償却額　　　　　  1,002千円

 ※２　　　　　　　　　－  ※２　　　　　　　　　－  ※２  固定資産売却益の内容は次のとおりで

       あります。

車両運搬具売却益 1,493千円

ソフトウェア売却益  1,718千円

　　　計  3,211千円

 ※３　　　　　　　　－  ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　   あります。

    工具器具備品　　　　 　 17千円

 ※３　　　　　　 　 －

 ※４　　　　　　　　－  ※４　固定資産売却損の内容は次のとおりで

　　   あります。

    工具器具備品　　　　  　48千円

 ※４　　　　　　　　－

 ※５　　　　　　　　－　　　  ※５　　　　　　　　－  ※５　一部の開発プロジェクトにおいて開発

　　　 が滞っているものがあり、将来開発が

　　　 不可能となった場合に予想される損失

       の全額について偶発損失引当金を計上

　　　 しました。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 49,345 735 － 50,080

合計 49,345 735 － 50,080

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　　735株

 

２．配当に関する事項

  該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 53,725 50 － 53,775

合計 53,725 50 － 53,775

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　 　50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）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月27日

定時株主総会
普通株式 53,725 利益剰余金 1,000 平成19年６月30日 平成19年９月28日

  (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　 該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 49,345 4,380 － 53,725

合計 49,345 4,380 － 53,725

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　4,380株

 

２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

 　　 該当事項はありません。

 

  (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月27日

定時株主総会
普通株式 53,725 利益剰余金 1,000 平成19年６月30日 平成19年９月28日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残

　　　高と第１四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１四半期末残

　　　 高と第１四半期連結貸借対照表に掲記

       されている科目の金額との関係

 ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

　　　 貸借対照表に掲記されている科目の金

       額との関係

　　　　　　　（平成18年９月30日現在） 　　　　　　　（平成19年９月30日現在） 　　　　　　　（平成19年６月30日現在）

 現金及び預金勘定 1,423,845千円 

 現金及び現金同等物 1,423,845千円 

 現金及び預金勘定 2,217,347千円 

 現金及び現金同等物 2,217,347千円 

 現金及び預金勘定 4,384,435千円 

 現金及び現金同等物 4,384,435千円 
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

 　　　該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間末（平成19年９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）

株式 12,000 17,100 5,100

  合計 12,000 17,100 5,100

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 18,633

  優先出資株式 233,219

　その他 10,800

前連結会計年度（平成19年６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）

株式 12,000 15,500 3,500

  合計 12,000 15,500 3,500

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　非上場株式 16,633

  優先出資株式 323,219

　その他 10,800

　(注) １．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない有価証券について、8,841千円の減損処理を行って

　　　　 おります。

 　　  ２．その他有価証券の表示区分は、当連結会計年度より、非上場株式、優先出資株式、その他に変更しておりま

　　　　 す。
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（１株当たり情報）

前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

１株当たり純資産額 63,615円06銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
5,952円69銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

5,374円43銭

１株当たり純資産額 89,407円84銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
13,305円63銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

12,939円79銭

１株当たり純資産額 77,121円08銭

１株当たり当期純利益

金額
21,450円18銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
19,895円13銭

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

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

第１四半期（当期）純利益

（千円）
295,491 715,057 1,098,055

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１四半期（当期）

純利益（千円）
295,491 715,057 1,098,055

普通株式の期中平均株式数（株） 49,640 53,741 51,191

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額
5,374.43 12,939.79 19,895.13

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 5,341 1,519 4,001

（うち新株予約権） (5,341) (1,519) (4,001)

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１四半期

（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）

前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

 該当事項はありません。 　 当社は、平成19年11月９日開催の

　 取締役会で、当社の連結子会社で

　 あります株式会社ギブコムの株式

　 につきまして、当社保有の全株式

　 2,380株を譲渡することを決議い

　 たしました。

  (1)株式譲渡の理由

 　  株式会社ギブコムは平成18年７

　　 月３日に株式会社エスグラント

　　 コーポレーションと株式会社

　　 ウェブクルーとの合弁により設

　　 立いたしましたが、当社グルー

　　 プにおける経営効率化の検討を

　　 進める中、株式会社ギブコムの

　　 代表取締役社長である窪島健悟

　　 氏より、株式会社ギブコムの株

　　 式取得の申し入れがあり、株式

　　 譲渡の合意に至ったものであり

　　 ます。

  (2)株式譲渡する子会社の概要

 　　①商号

 　　　株式会社ギブコム

  　 ②代表者

 　　　代表取締役社長　窪島　健悟

  　 ③本社所在地

 　　　東京都目黒区下目黒一丁目４

　　   番16号

 　　④設立年月日

 　　　平成18年７月３日

 　　⑤主な事業内容

 　　　不動産ポータルサイトの運営

 　　⑥決算期

 　　　６月

 　　⑦資本の額

 　　　110,000,000円

 　　　（平成19年11月9日現在）

 　　⑧発行済株式総数

 　　　3,400株

  (3)所有株式数の状況

 　　①異動前の所有株式数（議決権

　　　 の数）

 　　　2,380株(所有割合70％)

 　　②譲渡株式数(議決権の数)

 　　　2,380株(譲渡金額161百万円)

 　　③異動後の所有株式数(議決権

　　　 の数)

 　　　０株(所有割合０％)

 １.　当社は、平成18年７月31日付

　　で、当社グループの賃貸管理・仲

　　介事業の業容拡大を図り、収益力

　　を強化する為、発行済株式数の

　　95.24％の取得により株式会社イ

　　ンターワオを子会社化することに

　　いたしました。

 (1)商号

 　　株式会社インターワオ

 (2)代表者

 　　代表取締役　宗像　二郎

 (3)本社所在地

 　　神奈川県横浜市緑区上山三丁目23

　　 番19号

 (4)設立年月

 　　平成12年８月

 (5)主な事業内容

 　　ゲストハウス、ワンルームマン

　　 ションの賃貸及び管理

 (6)決算期

 　　７月

 (7)資本の額

 　　80,550,000円

 (8)発行済株式総数

 　　462株

 ２.　当社は、平成19年７月31日付

　　で、不動産の収益性や価値向上に

　　つながる新たな業態とのシナジー

　　効果を狙い、株式の取得および出

　　資（発行済株式数の50.00％）に

　　より株式会社彩季をグループ化す

　　ることにいたしました。

 (1)商号

 　 株式会社彩季

 (2)代表者

 　 代表取締役社長　佐藤　浩二

 (3)本社所在地

 　 東京都港区西麻布一丁目14番5号

 (4)設立年月

 　 平成８年９月

 (5)主な事業内容

 　 レストランの経営、飲食に関する

　　コンサルティング

 (6)決算期

 　 12月

 (7)資本の額

 　 85,875,000円

 (8)発行済株式総数

 　 6,760株
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前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

 　(4)譲渡の日程

 　　 平成19年12月17日

３．新株予約権の発行に関する件

　　当社は、平成19年９月27日開催の

　当社第６期定期株主総会において、

　会社法第236条、第238条及び239条

　の規定に基づき、当社及び当社関係

　会社の取締役、監査役及び従業員に

　対し、ストック・オプションとして

　発行する新株予約権の募集事項の決

　定を当社取締役会に委任することを

　決議いたしました。その概要は次の

　通りであります。

　(1)　特に有利な条件をもって新株予

　　 約権を引き受ける者の募集をする

　 　ことを必要とする理由

　　　当社及び当社関係会社の取締

　  役、監査役及び従業員に業績向上

　　や企業価値の増大、株主重視の経

　　営意識を高めるためのインセン

　　ティブを与えることを目的とする

　　ものであります。

  (2)　新株予約権割当の対象者

 　　 当社及び当社関係会社の取締

　　役、監査役及び従業員

  (3)　本総会の決定に基づいて募集要

　　 項の決定をすることができる新株

　   予約権の内容及び数の上限等

 　 ①　新株予約権の目的となる株式

　　　の種類及び数　

 　　　　当社普通株式2,350株を上限

　　　 とする。

　　　　 なお、当社が、株式分割（株

　　　 式無償割当てを含む。以下、株

　　 　式分割の記載に同じ。）又は株

　　　 式併合を行う場合、次の算式に

　　　 より目的となる株式の数を調整

　　　 するものとする。但し、かかる

       調整は、本新株予約権のうち、

　　　 当該時点で権利行使されていな

       い新株予約権の目的となる株式

       の数について行われ、調整の結

       果１株未満の端数が生じた場合

       は、これを切り捨てるものとす

       る。

   　調整後株式数＝調整前株式数×分

　 　割・併合の比率
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前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

 　　　　また、当社が合併、会社分

　　　 割、株式交換又は株式移転（以

　　　 下「合併等」という。）を行う

　　　 場合、その他株式数の調整が必

　　　 要な場合には、当社は、合併等

　　　 の条件等を勘案のうえ、新株予

       約権の目的である株式の数につ

       いて、合理的な範囲で必要と認

       める調整を行うことができる。

 　 ②　新株予約権の数　

 　　　 2,350個を上限とする。な

　　　お、新株予約権１個当たりの目

　　　的となる株式の数（以下、「付

　　  与株式数」という。）は１株と

      する。但し、前項①に定める株

      式の数の調整を行った場合は、

      同様の調整を行う。

 　　③　新株予約権と引換えに払込む

　　　 金銭

 　　　 新株予約権と引換えに金銭を

　　　払込むことを要しないものとす

　　　る。

 　　④　新株予約権の行使に際して出

　　　 資される財産の価額

 　　　 新株予約権の行使に際して出

　　　資される財産の価額は、新株予

　　　約権の行使により交付を受ける

　　　ことができる株式１株当たりの

　　　払込金額（以下「行使価額」と

　　　いう。）に付与株式数を乗じた

　　　金額とする。行使価額は以下の

　　　とおりとする。

　　　　新株予約権割当日の属する月

　　　の前月各日（取引が成立してい

　　　ない日を除く）における名古屋

　　　証券取引所における当社普通株

　　　式の普通取引の終了の終値の平

　　　均値に1.00を乗じた金額（１円

　　　未満の端数は切上げ）とする。

　　　ただし、該当金額が新株予約権

　　　割当日の終値（取引が成立しな

　　　い場合はその前日の終値）を下

　　　回る場合は、当該終値の価額と

　　　する。

　　　　なお、新株予約権発行後、当

　　　社が株式分割または株式併合を

　　　行う場合、次の算式により行使

　　　価額を調整し、調整による１円

　　　未満の端数は切上げる。
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前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

調整後行

使価額
＝

調整前行

使価額
×

１

分割・併合

の比率

 　　 また、新株予約権の割当後、当

    社が当社普通株式につき、時価を

    下回る価額で新株を発行または自

    己株式の処分を行う場合は、次の

　　算式により行使価額を調整し、調

　　整による１円未満の端数は切上げ

　　る。

既発

行株

式数

＋

新規発行株
式数 × １
株当たり払
込金額

調整後

行使価

額

＝

調整

前行

使価

額

×
１株当たり

時価

既発行株式数＋新規

発行株式数による増

加株式数

 　　　 さらに、上記のほか、割当日

　　　後、当社が合併等を行う場合

　　　は、次の算式により行使価額の

　　　調整が必要な場合には、当社

　　　は、行使価額について、合理的

　　　な範囲で必要と認める調整を行

　　　うことができる。

 　 ⑤　新株予約権を行使することが

　　　出来る期間　

 　　　 平成21年９月28日から平成29

　　　年９月27日まで

 　 ⑥　新株予約権の行使の条件　

 　　　 新株予約権の行使の条件は、

　　　取締役会決議に基づき、当社と

　　　新株予約権の割当てを受けた者

　　　（以下「新株予約権者」とい

　　　う。）との間で締結する「新株

　　　予約権割当契約」に定めるとこ

　　　ろによる。

 　 ⑦　会社が新株予約権を取得する

　　　ことができる自由及び取得の条

　　　件
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前年同四半期

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期

（平成20年６月期第１四半期）

前期

（平成19年６月期）

 　　 イ．当社は、新株予約権者が、

　　　　権利行使する前に任期満了に

　　　　よる退任及び定年又は会社都

　　　　合による退職の場合を除き、

　　　　当社若しくは当社関係会社の

　　　　取締役、監査役又は従業員で

　　　　なくなったときには、その新

　　　　株予約権を無償で取得するこ

　　　　とができる。

 　　 ロ．当社は、新株予約権者が、

　　　　権利行使する前に、禁錮以上

　　　　の刑に処せられたとき又は当

　　　　社若しくは当社関係会社の就

　　　　業規則により降格以上の制裁

　　　　を受けたときには、その新株

　　　　予約権を無償で取得すること

　　　　ができる。

 　 ⑧　新株予約権の譲渡制限

 　　　 譲渡による新株予約権の取得

　　　については、取締役会の承認を

　　　必要とする。

 　 ⑨　新株予約権の行使により株式

　　　を発行する場合における増加す

　　　る資本金及び資本準備金に関す

　　　る事項

 　　 イ．新株予約権の行使により株

　　　　式を発行する場合において増

　　　　加する資本金の額は、会社法

　　　　計算規則第40条第１項に従い

　　　　算出される資本金等増加限度

　　　　額の２分の１の金額とし、計

　　　　算の結果１円未満の端数が生

　　　　じたときは、その端数を切上

　　　　げる。

 　　 ロ．新株予約権の行使により株

　　　　式を発行する場合において増

　　　　加する資本準備金の額は、前

　　　　記イの資本金等増加限度額か

　　　　ら前記イに定める増加する資

　　　　本金の額を減じた額とする。

 　 ⑩　その他の新株予約権の募集事

　　　項については、別途開催される

　　　取締役会の決議において定め

　　　る。　
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（資産の部）       

Ⅰ　流動資産       

１．現金及び預金  979,030 1,432,784 453,753  3,724,294

２．売掛金  20,076 27,894 7,818  12,365

３．たな卸資産  18,628,773 21,637,243 3,008,469  21,342,431

４．前渡金  585,313 363,746 △221,567  846,288

５．その他  298,318 1,244,674 946,356  1,455,031

貸倒引当金  △550 △48,465 △47,915  △48,457

流動資産合計  20,510,962 24,657,877 4,146,915 120.2 27,331,952

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産  46,686 104,436 57,750 223.7 54,834

２．無形固定資産  27,770 62,180 34,409 223.9 57,731

３．投資その他の資産  853,399 1,664,648 811,249  1,235,745

貸倒引当金  △756 △756 0  △756

投資その他の資産合計  852,642 1,663,891 811,249 195.2 1,234,988

固定資産合計  927,099 1,830,508 903,409 197.4 1,347,555

資産合計  21,438,061 26,488,385 5,050,324 123.6 28,679,507
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 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．支払手形  － 263,200 263,200  268,800

２．買掛金  8,000 44,971 36,971  139,136

３．一年内償還予定社債  100,000 590,000 490,000  200,000

４．短期借入金  9,025,874 6,236,500 △2,789,374  3,125,180

５．一年内返済予定長期借入金  2,691,500 6,857,649 4,166,149  7,798,428

６．未払法人税等  175,000 33,400 △141,600  1,143,500

７．前受金  1,124,558 173,150 △951,408  4,783,019

８．賞与引当金  8,700 33,319 24,619  10,776

９．その他  583,689 707,804 124,115  510,668

流動負債合計  13,717,322 14,939,994 1,222,672 108.9 17,979,508

Ⅱ　固定負債       

１．社債  910,000 320,000 △590,000  760,000

２．転換社債型
新株予約権付社債

 － 2,500,000 2,500,000  2,500,000

３．長期借入金  3,463,000 3,066,000 △397,000  2,665,000

４．偶発損失引当金  － 561,000 561,000  561,000

５．その他  237,151 392,652 155,501  260,688

固定負債合計  4,610,151 6,839,652 2,229,501 148.4 6,746,688

負債合計  18,327,473 21,779,647 3,452,174 118.8 24,726,196

       

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  991,380 1,070,730 79,350 108.0 1,069,590

２．資本剰余金  761,080 840,430 79,350 110.4 839,290

３．利益剰余金  1,358,127 2,794,553 1,436,425 205.8 2,042,355

株主資本合計  3,110,587 4,705,713 1,595,125 151.3 3,951,235

Ⅱ　評価・換算差額等       

    その他有価証券評価差額金  － 3,024 3,024  2,075

評価・換算差額等合計  － 3,024 3,024 － 2,075

純資産合計  3,110,587 4,708,738 1,598,150 151.4 3,953,311

負債純資産合計  21,438,061 26,488,385 5,050,324 123.6 28,679,507
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(2）四半期損益計算書

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第１四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第１四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

Ⅰ　売上高  8,584,880 12,288,246 3,703,366 143.1 35,459,716

Ⅱ　売上原価  7,544,083 10,073,846 2,529,762 133.5 30,078,271

売上総利益  1,040,796 2,214,400 1,173,603 212.8 5,381,445

Ⅲ　販売費及び一般管理費  463,717 769,323 305,606 165.9 2,535,011

営業利益  577,079 1,445,076 867,997 250.4 2,846,434

Ⅳ　営業外収益  53,258 121,342 68,084 227.8 232,432

Ⅴ　営業外費用  152,495 235,774 83,278 154.6 950,086

経常利益  477,841 1,330,644 852,803 278.5 2,128,780

Ⅵ　特別利益  － － － － 131,993

Ⅶ　特別損失  － － － － 614,513

税引前第１四半期（当期）
純利益

 477,841 1,330,644 852,803 278.5 1,646,260

法人税、住民税及び事業税  170,799 40,315 △130,484 23.6 1,380,741

法人税等調整額  25,538 484,421 458,883 1,896.9 △700,212

第１四半期（当期）純利益  281,503 805,908 524,404 286.3 965,731
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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７月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高（千円） 982,560 752,260 － 1,076,623 2,811,443 － 2,811,443

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 8,820 8,820 － － 17,640 － 17,640

剰余金の配当 － － － － － － －

第１四半期純利益 － － － 281,503 281,503 － 281,503

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）

8,820 8,820 － 281,503 299,143 － 299,143

平成18年９月30日　残高（千円） 991,380 761,080 － 1,358,127 3,110,587 － 3,110,587

当第１四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成19年６月30日　残高（千円） 1,069,590 839,290 － 2,042,355 3,951,235 2,075 3,953,311

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 1,140 1,140 － － 2,280 － 2,280

剰余金の配当 － － － △53,710 △53,710 － △53,710

第１四半期純利益 － － － 805,908 805,908  805,908

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）

－ － － － － 948 948

第１四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

1,140 1,140 － 752,198 754,478 948 755,426

平成19年９月30日　残高（千円） 1,070,730 840,430 － 2,794,553 4,705,713 3,024 4,708,738

－ 30 －

㈱エスグラントコーポレーション（8943）平成20年6月期第1四半期財務・業績の概況



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高（千円） 982,560 752,260 － 1,076,623 2,811,443 － 2,811,443

当会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 87,030 87,030 － － 174,060 － 174,060

剰余金の配当 － － － － － － －

当期純利益 － － － 965,731 965,731 － 965,731

株主資本以外の項目の当会計期間中
の変動額（純額）

－ － － － － 2,075 2,075

事業年度中の変動額合計（千円） 87,030 87,030 － 965,731 1,139,791 2,075 1,141,866

平成19年６月30日　残高（千円） 1,069,590 839,290 － 2,042,355 3,951,235 2,075 3,953,311

－ 31 －

㈱エスグラントコーポレーション（8943）平成20年6月期第1四半期財務・業績の概況


