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１．平成19年10月期の連結業績（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月期 4,058 9.2 484 42.7 450 42.4 255 48.2

18年10月期 3,715 15.2 339 55.6 316 59.5 172 64.7

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年10月期 18,107 96 17,674 94 32.6 11.5 11.9

18年10月期 13,243 89 － － 35.7 10.7 9.1

（参考）持分法投資損益 19年10月期 －百万円 18年10月期 －百万円

(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

19年10月期 4,437 961 21.7 61,843 85

18年10月期 3,393 609 18.0 43,388 53

（参考）自己資本 19年10月期 961百万円 18年10月期 609百万円

(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

19年10月期 △478 △202 672 498

18年10月期 △220 △712 769 507

２．配当の状況

１株当たり配当金  配当金総額

(年間)

 配当性向

(連結)

純資産配当

率(連結) （基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年10月期 － － － － 0 00 － － －

19年10月期 － － 2,000 00 2,000 00 31 11.0 3.8

20年10月期（予想） － － 2,500 00 2,500 00 － 12.6         －

（注）平成19年10月期期末配当金の内訳　記念配当　500円00銭

３．平成20年10月期の連結業績予想（平成19年11月１日～平成20年10月31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 2,330 4.9 347 4.9 320 1.7 166 0.5 10,675 24

通期 4,745 16.9 627 29.4 573 27.2 308 20.4 19,807 07

－ 1 －



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

  
 

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照下さい。

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月期 15,550株 18年10月期 14,050株

②　期末自己株式数 19年10月期 0株 18年10月期 0株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年10月期の個別業績（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月期 3,741 9.6 428 42.7 418 51.2 244 62.8

18年10月期 3,413 15.7 300 59.0 276 63.0 150 72.4

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

円 銭 円 銭

19年10月期 17,308 44 16,894 54

18年10月期 11,524 35 - -

(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

19年10月期 4,312 871 20.2 56,024 94

18年10月期 3,304 530 16.1 37,752 06

（参考）自己資本 19年10月期 871百万円 18年10月期 530百万円

２．平成20年10月期の個別業績予想（平成19年11月１日～平成20年10月31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 2,159 4.6 319 5.3 323 3.7 180 3.6 11,575 56

通期 4,415 18.0 577 34.8 553 32.1 308 26.0 19,807 07

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．上記に記載した業績予想につきましては、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。このため、実際の業績が公表している見通しと異なる可能性があります。

　　業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等は４ページ「１．経営成績（１）経営

　　成績に関する分析 ②次期の見通し」をご覧下さい。

２．平成18年10月期においては、潜在株式は存在しましたが、当社株式は非上場でしたので、潜在株式調整後１株当

　　たり当期純利益は表示いたしておりません。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

 　当連結会計年度におけるわが国の経済は、金利上昇懸念や原油価格高騰などの影響が懸念されましたが、企業業績

は好調に推移し、設備投資や個人消費も底堅さを持続しております。一方で世界経済に目を転じると、米国のサブプ

ライムローン問題が世界的なリスクとして顕在化しており、その影響度の全体像はいまだに見えておりません。欧米

金融当局の対応により信用収縮懸念は沈静化されつつありますが最終処理にはなお時間を要する状況であります。

　不動産流通市場につきましては、平成19年７月基準の基準地価は商業地が全国平均で16年ぶりに上昇に転じる等、

地価上昇が都市圏から地方都市へ拡大しております。その後のサブプライムローン問題による金融機関の融資姿勢の

変化や、平成19年６月20日に施行された改正建築基準法の影響が懸念されておりますが、安全性と快適性を備えた競

争力に優れた物件への需要は非常に強く、地域性及び物件特性による需要の二極化が進んでおります。分譲マンショ

ン市場においては、不動産経済研究所の平成19年10月度首都圏のマンションマーケット調査によれば、供給戸数は昨

年同月対比9.1%減、成約率は同14.1%ダウンの62.5%と、前月に続き供給戸数の減少と売れ行きの鈍化が続いています。

ターミナル駅のタワーマンションは比較的好調ですが、売れる物件とそうでないものの二極化傾向がより顕著になり

つつあります。

　以上のような事業環境におきまして、当社グループは常にお客様に軸足を置いた高品質なサービスの提供に基づく

営業基盤の拡充と優良な物件開発に努めてまいりました。この結果、当連結会計年度の業績として、売上高は4,058,120

千円（前期：3,715,342千円、前期比：9.2％増）、営業利益は484,517千円（前期：339,418千円、前期比：42.7％増）、

経常利益は450,504千円（前期：316,379千円、前期比：42.4％増）、当期純利益は255,738千円（前期：172,514千円、

前期比：48.2％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

＜不動産管理運営事業＞

　本事業におきましては、既存オーナー様との信頼関係を基盤にした、サブリース受注、管理室数の拡大を図り、合

わせて大型リノベーションの案件掘り起しを行いました。収益向上のために、自社開発物件（不動産開発販売事業）

を中心とする新築物件の管理委託受注または自社所有を強化し、同時にスケールメリット生かしたコスト削減による

管理業務の採算向上に努めてまいりました。この結果、不動産管理運営事業の売上高は2,447,621千円（前期: 2,285,553

千円、前期比：7.1％増）、営業利益は353,417千円（前期：269,103千円、前期比：31.3％増）となりました。

＜不動産開発販売事業＞

　昨今の不動産市場の動向を見極め、優良物件（土地及び建物）を積極的に取得しました。

購入物件の商品化（企画、開発、販売）も順調に進捗しました。当期に引渡した賃貸事業用自社開発物件は、

「TK191」(東京都台東区)、「FM21825」(千葉県船橋市)、「SH361」(東京都渋谷区)、「SH2237」(東京都杉並区)、

「SO1522」(東京都世田谷区)の５棟、中古集合住宅は２棟(千葉県船橋市と千葉市中央区で各１棟)、事務所用賃貸物

件は２棟(東京都渋谷区と千葉県松戸市で各１棟)となります。これ以外に、戸建住宅１棟と宅地を５区画売却いたし

ました。この結果、不動産開発販売事業の売上高は1,369,215千円（前期：1,177,585千円、前期比：16.3％増）、営

業利益は262,745千円（前期：137,102千円、前期比： 91.6％増）となりました。

 

＜不動産仲介コンサル事業＞

　本事業においては、優良な賃貸物件の獲得と多様な物件情報の提供に努め、当社管理物件の稼働率向上による物件

オーナーのキャッシュ・フロー増大に注力してまいりました。また、人材育成を図るとともに効率化によるコストの

削減に取組んでまいりました。賃貸仲介売上は前年を上回りましたが、土地建物売買仲介手数料が前年を下回った結

果、不動産仲介コンサル事業の売上高は241,283千円（前期：252,203千円、前期比：4.3％減)、営業利益は53,614千

円（前期：57,988千円、前期比：7.5%減）となりました。

㈱アールエイジ(3248) 平成 19 年 10 月期 決算短信

－ 3 －



②次期の見通し

　次期（平成19年11月１日から平成20年10月31日）の見通しにつきましては、当社が属する不動産業界は依然堅調な

市況に支えられているものの、サブプライムローン問題による金融機関の姿勢の変化、建築基準法改正に見られる建

築物の安全性に対する社会的要請の高まりとそれをうけた設計現場の混乱等、転換点を迎えつつあると考えられま

す。

　そのような中、当社グループは世の中の空間を常にお客様(エンドユーザー)の視点に立って創造し、「あったらい

いなぁ」を社会に提供し続けるべく徹底したお客様中心主義で業務に取り組んでまいります。建築物の安全性重視の

流れに見られますように、当社が主たるターゲットとする20代から30代を筆頭にお客様が住まいに求めるニーズは多

様化しており、不動産管理運営事業、不動産仲介コンサル事業で培ったお客様目線を最大限に生かしたサービスを提

供して参る所存でございます。

　上記の取り組みによって、次期の売上高は平成19年10月期対比16.9%増の4,745百万円、営業利益は同29.4%増加の

627百万円、経常利益は同27.2%増の573百万円、当期純利益は同20.4%増の308百万円をそれぞれ見込んでおります。

　※上記の予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に関

　　わる発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異な

　　る結果となる可能性があります。

 

(2）財政状態に関する分析

　当社グループにおける財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。

　なお、文中における将来に関する事項については、本資料提出日現在において判断したものであります。

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末より1,044,349千円増加して4,437,816千円（前期比30.8％増）

になりました。流動資産は857,504千円増加して、3,142,806千円（前期比37.5％増）となりました。流動資産の増加

の主な要因は、販売用不動産の積極的な取得に伴い、たな卸資産が845,595千円増加（前期比50.7％増）したことによ

るものであります。また、固定資産は186,844千円増加して、1,295,009千円（前期比16.9％増）となりました。この

主な要因は、津田沼プロジェクト(仮称)の進捗により建設仮勘定が134,904千円増加したことであります。

　当連結会計年度末の負債の合計は、692,286千円増加して3,476,144千円（前期比24.9％増）となりました。流動負

債は788,869千円増加して、1,537,004千円(前期比105.4%増)でした。短期借入金が657,000千円、営業未払金が92,321

千円それぞれ増加したことが要因であります。固定負債においては特に大きな変動はありませんでした。

　当連結会計年度末の純資産は、352,063千円増加して961,671千円（前期比57.8％増）となりました。純資産の増加

の要因は、公募増資により資本金及び資本剰余金が96,600千円増加したことと、当期純利益255,738千円を計上したこ

とにより、利益剰余金が734,599千円となったことによるものであります。

②キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から8,436千円減少し、

当連結会計年度末現在の残高は498,868千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と変

動の要因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）

　営業活動の結果、減少した資金は478,042千円（前年同期は220,647千円の減少）となりました。税金等調整前当期

純利益を451,410千円計上したものの、主にたな卸資産の増加による支出856,048千円等が影響し、資金が減少したも

のであります。優良開発物件への投資は当社の成長に不可欠であり、今後とも競合の少ない優良物件への投資を継続

していきます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は202,531千円（前年同期は712,521千円の減少）となりました。これは、津田沼プ

ロジェクト(仮称)の建築が進捗し、当連結会計年度において建設資金を134,904千円支出したこと、当連結会計年度に

おいて駐車場設備に34,024千円投資を行ったことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、増加した資金は672,138千円（前年同期は769,103千円の増加）となりました。これは、短期借入

金の純増加が657,000千円、長期借入れによる収入が240,000千円、公募増資による収入が96,600千円となり、長期借

入金の返済による支出321,461千円を上回ったことによります。
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月

自己資本比率（％） 14.3 18.0 21.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
- - 96.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）
 -  - - 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
 -  - - 

 　(注) １．上記指標の算出方法は下記の通りであります。

　　　　　　自己資本比率：自己資本/総資産

　　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

　　　　２．上記はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

　　　　３．平成17年10月期、平成18年10月期はいずれも当社株式は非上場であったため

　　　　　　時価ベースの自己資本比率は表示しておりません。

　　　　４．平成17年10月期、平成18年10月期、平成19年10月期はいずれも

　　　　　　営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子

　　　　　　負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは表示しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、配当政策については、中長期的な事業計画に基づ

き企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた安定的な配当を行うこと

を基本方針としております。

　平成19年10月期につきましては、１株当たり2,000円の配当(うち、マザーズ上場記念配当500円)を実施することと

いたします。また、平成20年10月期につきましては、１株当たり2,500円の普通配当を予定しております。今後とも、

各期の業績等を勘案して、内部留保の充実と株主への利益還元をバランスよく進める所存であります。

　なお、当社は定款において、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、平

成20年10月期につきましては期末一括配当とする方針であります。
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(4）事業等のリスク

 以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると

考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社グループが判断したものであり、不

確実性を内在しているため、実際の結果とは大きく異なる可能性があります。

①不動産市況について

　地価の上昇に伴って、用地取得価格が上昇するため、物件一戸あたりの賃貸価格、販売価格は上昇いたします。

この場合、将来の価格上昇を予想して購入意欲が高まる顧客層が発生する一方で、入居者、購入者が敬遠する懸念が

あります。当社はそうした顧客のニーズに対応した住戸の提供に努めてまいりますが、急激な地価の上昇局面では販

売低下により業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、物件の仕入れについても、地価の上昇が続いた場合や競合の激化により有用な情報の入手が困難になった場

合には自社開発物件が計画どおり供給できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

②市況の変動による不動産開発販売事業の在庫リスクについて

　当社は独自コンセプトに基づき、マーケット分析や事業計画を十分に検討した上で他社が取得しにくい土地を厳選

して取得し、収益物件、戸建物件等の企画、開発、販売を行っております。しかしながら、突発的な市況の変動、想

定外のローン金利の上昇等が発生した場合には、購入者の購入意欲に影響を与え、当初計画通りの販売が行えない可

能性があります。その場合は在庫として滞留することとなり、当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があり

ます。

③法的規制について

　1)主要事業の法的規制について

　当社グループは、不動産業界に属し、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、建物の区分所有に関する法律、

国土利用計画法、借地借家法等の法的規制を受けております。

　当社グループの主要な事業の継続には、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受けることが前提となっておりま

す。

　当社グループは内部管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めており、本資料提出日

現在において、宅地建物取引業法第5条、第66条及び建築士法第23条の4、第26条等に定める免許・許可の取消しや更

新拒否の事由に該当する事実はありませんが、万一将来において、これらの法令等に定められた事項に当社グループ

が違反した場合には、免許取消を含む行政処分がなされること等により、当社グループの事業活動や業績等に影響を

及ぼす可能性があります。

　また、改正建設基準法等、法令等の改廃や法的規制の新設があった場合においても、当社グループの事業活動や業

績等に影響を及ぼす可能性があります。

＜提出会社が取得している免許・許可＞

法令名等 免許・許可の内容 有効期間

 宅地建物取引業法 国土交通大臣(4) 第5209号 平成19年4月29日から平成24年4月28日まで

 建設業法 東京都知事（般）17第125524号 平成18年3月30日から平成23年3月29日まで 

 

  2)個人情報保護法について

　当社グループは、国土交通省が定めた「不動産業における個人情報保護法に関するガイドライン」に基づいて、「個

人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」の規制を受けております。

　当社グループでは、グループ全体の役職員共通のプライバシーポリシーの制定等同法を遵守する体制の構築を進め

ております。システム上においては、個人情報ファイル保管の厳重化・ＯＡシステム監視ソフトの導入・アクセス権

の制限などにより個人情報の漏洩防止に備えております。

　しかしながら、不測の事態により、個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合、損害賠償等による費用が

発生する可能性がある他、当社グループの信用低下を招く場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。
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  3)物件の構造計算書について

　当社グループでは、平成17年11月に発覚した構造計算書偽装問題を踏まえて、当社が過去において開発・販売した

全物件について調査を実施いたしましたところ、平成18年4月末日に国土交通省が公表した「姉歯元建築士及び姉歯物

件に関係していた業者の関与した物件に係る調査の状況（関係者別）」に記載されている「関係者」が関与した物件

は存在しておりません。

　また、当社グループが開発・販売した物件について構造計算書の再確認を行った結果、いずれの物件も建物の構造

上、建築基準法に定める耐震性能を疑わせるような特段の事情が無いことを確認しております。引続き設計事務所へ

の業務を委託するにあたり「構造計算」を行う設計事務所を事前に把握し、厳格にその信頼性の確認を行い、建物の

安全性および資産性の確保に努めてまいります。

　今後は、平成19年６月20日に改正施行された建築基準法により構造計算書及び構造設計図について木造二階建て住

宅などの小規模建築物を除き第三者によるチェックが必ず行われることとなり、以降の新規開発物件については耐震

性を疑わせるような問題は発生しないものと考えております。しかしながら、当該偽装問題に起因してガイドライン

や法令が改正された場合には随時必要な対策を実施する方針であり、その追加的コストが発生した場合には当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④有利子負債依存度および資金調達について

  当社グループは、不動産開発販売事業における土地・建物仕入資金および不動産管理運営事業における賃貸用自社

所有不動産の取得資金を、主に金融機関からの借入金によって調達しております。したがって事業拡大の過程におい

ては営業活動のキャッシュ・フローと投資活動のキャッシュ・フロー(以下、総称してフリー・キャッシュ・フローと

いいます。）が継続的にマイナスとなり、それを財務活動により補う傾向となるとともに、総資産に対する有利子負

債の割合が高まる傾向があります。

　また、当社はたな卸資産に建築中または販売中の物件以外に、賃貸で運用しながら３年以内に販売する予定の物件

を含んでおります。そうした案件の増加も営業キャッシュ・フローのマイナス要因となっております。

  たな卸資産及び賃貸用不動産への投資は当社の成長戦略に不可欠のものであり、フリー・キャッシュ・フローのマ

イナスを補うために次の方策を取っております。

1. 資金調達に関しては、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、

   金融機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。

2. 常時3～4行のコアバンクを確保しながら、資金調達の裾野を広げる努力をいたしております。

3. 不動産開発販売に関するプロジェクトの規模は１案件当たり100百万円から300百万円として、資金調達、

   販売活動両面で機動性が効くものとしております。

  しかし、金融環境の変化や当社の信用力低下により資金調達が十分に行われない場合には個別プロジェクト進捗と

当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

  

 　当社グループのキャッシュ・フローおよび有利子負債の状況は下記の通りであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　(単位：千円）

決算年月 平成18年10月 平成19年10月

 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 

△220,647 

△712,521 

769,103 

△478,042 

 △202,531 

672,138 

 短期借入金

 １年以内返済予定の長期借入金

 長期借入金

 有利子負債合計    A　

295,000 

76,675 

1,560,495 

1,932,171 

952,000 

93,929 

1,461,780 

2,507,709 

 総資産額　　　　　B 3,393,467 4,437,816 

 有利子負債依存度　A/B 56.9% 56.5% 

 たな卸資産残高

 有形固定資産残高

1,667,727 

894,512 

2,513,322 

1,069,030 
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⑤当社取締役およびその関係先との間における取引について

　前々連結会計年度（平成16年11月1日から平成17年10月31日）において、当社代表取締役向井山達也が100％出資す

る(有)BHAGコーポレーションに対する賃貸用土地・建物売却取引が、売上高に265,158千円、売上原価に258,495千円

それぞれ含まれておりました。㈲BHAGコーポレーションとの間で当該取引等により生じた不動産賃貸業の競業関係を

解消し、サブリースおよび管理契約等の商取引を解約する必要から、上記の物件を平成18年6月に同社から買戻してお

ります。

　当社は、本件を含めた関連当事者取引の解消に努め、平成18年10月末時点において、債務被保証を含む全ての関連

当事者との取引を解消いたしました。当連結会計年度（平成18年11月1日から平成19年10月31日）においては関連当事

者取引は一切ございません。

⑥販売先の確保について

　当社は、不動産開発販売事業において収益物件等の企画、開発を行い、不動産仲介コンサル事業及び不動産管理運

営事業において信頼関係を培った不動産オーナーを始めとする購入者に対し販売を行っております。これらの既存事

業における信頼関係に基づく顧客層は今後も拡大していくものと考えますが、万が一当社の企画物件数の増大に伴い

十分な顧客の確保ができない場合は当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

⑦人材の確保・育成について

　当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商

品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と

経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。

　そうした中、当社グループでは採用から育成にいたる環境整備に積極的に取り組んでいく方針でありますが、今後、

当社グループが求める人材の確保・育成が計画通り進まなかった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

⑧小規模組織であることについて

　当社グループは平成19年10月31日現在、従業員32名と小規模組織であり、内部管理体制についても組織の規模に応

じたものとなっております。当社グループは今後、業容の拡大に応じて人材の採用を行うとともに社内管理体制の強

化・充実に努める予定であります。しかしながら、当社グループが事業の拡大に対して適切かつ充分な対応ができな

かった場合には、当社グループの事業遂行及び拡大に制約が生じ、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑨代表取締役への依存について

　当社の代表取締役である向井山達也は、当社グループの経営方針や事業戦略の立案、決定ならびに事業の推進にお

いて重要な役割を果たしております。

　当社グループは事業の拡大とともに、同氏に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの事情によ

り同氏の業務遂行が困難となった場合には、その後の当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

㈱アールエイジ(3248) 平成 19 年 10 月期 決算短信

－ 8 －



２．企業集団の状況
 当社グループは、当社および連結子会社１社により構成されており、東京都と千葉県を主たる営業地域として、「不動

産管理運営事業」、「不動産開発販売事業」、「不動産仲介コンサル事業」を行っております。

  事業の中核は居住用不動産の賃貸管理とサブリース、自社所有物件による賃貸を行う「不動産管理運営事業」と、居

住用賃貸マンション(オーナー様の収益を確保する観点から”収益物件”と呼びます。）の一棟売りや戸建住宅および宅

地の開発販売を行う「不動産開発販売事業」の２事業であります。また、賃貸物件の入居者仲介を柱とする「不動産仲

介コンサル事業」はそれ自体が収益事業であることはもとより、仲介活動を通じて多様化するユーザーのニーズを的確

に把握し、「不動産開発販売事業」の物件開発コンセプトや、「不動産管理運営事業」における居住者満足の高いリノ

ベーション実施のノウハウとして、各事業にフィードバックできることが、当社の強みであり特徴となっております。

　当社グループは「空間Creation　Consulting　&　Company」を標榜し、不動産サービス事業を空間サービス事業と捉

え、その価値の創造とコンサルティングに注力して取り組んでおります。世の中の空間をお客様の視点に立って常に創

造し、「あったらいいなぁ」を社会に提供し続けるべく徹底したお客様（ユーザー）中心主義を基本方針としておりま

す。新しい使い方や住まい方を創造し、そこに関わるオーナー様を始めとしたすべての関係者にとっての最適な提案を

行い、その満足度に合わせ適切な収益を確保していくという考え方が当社グループのビジネスコンセプトであります。

　各事業の内容は以下のとおりであります。

　なお、次の３部門は「４　連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報)」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分

と同一であります。

＜不動産管理運営事業＞

　当社グループは、平成19年10月末現在、管理受託総室数4,046室（サブリース1,691室、集金管理2,355室)、駐車場管

理受託数3,260区画、自社所有賃貸不動産23室を有しており、住居・駐車場としてユーザーに賃貸しております。また、

オーナーからは管理業務（賃貸管理代行、清掃設備管理等）、及びリフォーム（退去後の原状回復、修繕工事、クリー

ニング等）を受注しております。上記の他、３年以内に販売予定の物件を、住居・駐車場としてユーザーに賃貸してお

ります。（平成19年10月末現在132室）

　管理業務は、連結子会社である㈱アールエイジ・テクニカル・サービスが主体となりサービスを提供しております。

「ユーザーの満足＝オーナーの満足」であり、快適な住環境を維持すべく、「清潔・安心・安全」の管理三原則をモッ

トーに管理物件を巡回し、付加価値を高める為のリノベーションや修繕工事等のサービス提供を行っております。

＜不動産開発販売事業＞

　当社では、居住用賃貸マンション等（投資用一棟売マンション）の開発販売や戸建住宅、海の見渡せるロケーション

に恵まれた土地等の開発販売を行っております。当社の開発する居住用賃貸物件及び戸建住宅は、団塊ジュニア世代を

中心とする既成の物件では満足しきれない顧客層をターゲットに、先鋭の建築家とコラボレーションした居住空間を提

案・提供しております。

　居住用賃貸マンション等の開発にあたっては土地の仕入れ、企画の立案、工程監理、販売まで全ての業務を行ってお

ります。狭小地や変形地といった一見するとマンション用地に適さない、取得時に競合の少ない物件を中心に仕入れ、

当社独自のコンセプトと企画力（スタイリッシュ系（※１）、リラックス系（※２）、バイカーズマンション（※３）

等）で顧客のニーズを形にした物件の開発を行っております。全て設計段階から関与し、不動産仲介コンサル事業にお

いて蓄積されたユーザーニーズにより、ユーザーの視点に立脚した企画コンセプトを実現しつつ、厳格な施工監理を実

行しております。開発物件の主要な販売先は、不動産仲介コンサル事業、不動産管理運営事業を通じて信頼関係にある、

既存オーナー中心であります。また、当事業で開発、販売した居住用賃貸マンション等の多くは、販売後もサブリース、

管理受託物件となり、不動産仲介コンサル事業及び不動産管理運営事業を支える柱となっております。

　※１：スタイリッシュ系　　＝　白を基本としたコンクリートとガラスで構成されたシンプルな空間

　※２：リラックス系　　　　＝　ウッドデッキやテラコッタタイルを採用したリゾートを感じられる空間

　※３：バイカーズマンション＝　居住用スペースにバイク収納スペースを設けた、防犯性を求めるバイカーズ

　　　　　　　　　　　　　　　　ニーズに応えたマンション

＜不動産仲介コンサル事業＞

　自社の６拠点（東京都：2、千葉県：4）において居住用不動産、駐車場等の賃貸仲介事業を行っております。新規店

舗の出店については慎重に実施することとして、「地域密着」を基盤に徹底したユーザー中心主義の営業展開をしてお

ります。

　具体的には不動産管理運営事業と連携し、オーナーに対し稼働率アップを図るソリューション提案（リノベーション

事業等）を行い、入居促進を図ることにより、入居者・オーナー双方の満足に繋がるサービスを提供しております。

また不動産仲介コンサル事業において恒常的にユーザーニーズと向き合っていることが、結果として不動産開発販売事

業におけるコンセプトの立案、企画力にフィードバックされております。
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　その他に不動産オーナーの税務対策、資産運用ニーズに応えるため、土地の購入・売却、事業用賃貸マンション、ア

パートの購入・売却等、コンサルティング型の仲介事業を併せて行っております。

　上記に述べた事項を事業系統図によって示すと下記の通りであります。

 

［事業系統図］

 

 

㈱アールエイジ・テクニカル・サービス 
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賃貸 
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仲介業務（賃貸） 

仲介業務（売買） 

販売 

※＝３年以内に販売する目的の収益物件 

不動産管理運営事業 

連結子会社 

不動産仲介コンサル事業 

不動産開発販売事業 
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３．経営方針
(1）会社経営の基本方針

 当社グループは、創業以来徹底したお客様中心主義を掲げております。目先の利益を追い求めるのではなく、常にお

客様の目線で物事を捉え、お客様の立場で物事を判断することを、全ての社員が心がけております。私達はお客様の

声に真摯に耳を傾け、お客様の「あったらいいなぁ」を社会に提供し続けていきたいと考えております。

 

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、住空間をお客様本位の新しい使い方・住まい方を創造する企業を目指すとともに経常利益の拡大を

図っていきたいと考えております。また長期的には売上高経常利益率の向上を重視して経営に取り組んでまいりま

す。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  不動産業界においては、「賃料上昇（主にテナント、オフィスビル）」「地価上昇」「マンションブーム」といっ

た景気の追い風を受けていますが、全体的に投資の大型化、供給側の効率優先による画一化傾向が強まっておりま

す。

  このような環境のもと、当社グループは、不動産仲介コンサル事業による自社店舗を活用した仲介を通じて借主様

のニーズを直接感知し、受託したサブリース物件の収益向上、物件管理受託、プロパティマネジメントとリノベーショ

ン提案を行う不動産管理運営事業に生かしていきます。これにより、物件オーナーの当社サービスへの信頼を拡大し、

資産の有効活用のコンサル受託及び企画の受注との相乗効果を図っていきます。不動産開発販売事業における新規開

発物件はこうした関係を強める有力な手段と考えています。

　借主様の満足とオーナーからの信頼こそが当社の存在意義であり、中長期的な会社の成長基盤であります。　

 

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループが主に事業を展開している、東京都・千葉県エリアにおいては、バブル経済崩壊後の資産デフレ傾向

に一定の歯止めがかかり、土地価格については上昇の兆候が現れてきております。

　また、首都圏における居住者層も、未婚率・離婚率の上昇、働く女性の増加により、今後とも多様化とともに、増

加することが見込まれます。

　こうした環境下、当社グループの事業をさらに発展させるべく以下の課題に取り組んでまいります。

①事業基盤の強化と持続的成長

　持続的な成長を図るべく、更なる企画、開発物件の拡大に加え、居住用物件や駐車場等の管理受託ニーズの発掘を

行ってまいります。

　上記の目的を達成するためにはオーナーとの厚い信頼関係が必須であり、またその関係を持続していくためには、

不動産関連知識に加え、不動産経営に関する金融・法務・税務等広範に及ぶ高いコンサルティング能力が不可欠となっ

てまいります。

　有能な社員の確保とともに、適材適所の人材配置と教育体制の充実により能力の向上に努めてまいります。

 

②企画・開発力の更なる向上

　当社グループでは、入居者のニーズを的確かつ迅速に把握し、最適なコンセプトを創造し企画・開発を行うことを

ビジネスの源泉としております。土地の仕入環境における競合において、他社が企画・開発が難しい物件について当

社が収益性の高い企画・開発を提案することでビジネスチャンスを拡大していきます。

③物件数増加に伴う物件価値の維持

　当社は不動産仲介コンサル事業において蓄積された入居者ニーズを基盤に、当社独自のコンセプトによる物件の企

画開発を行っております。その土地の特性に最も適した物件であること、そのエリアでのユーザーニーズを最大限に

発揮することが不可欠であると考え、所謂「～シリーズ」のような単一ブランドによる画一的な物件は作らず、独自

性を重視した高品質の物件を提供してまいります。

　今後の当社の成長及び拡大にあたってはこれらの物件数の増加が必須であり、これを引続き維持していくため、更

なるユーザーニーズを探求してまいります。同時に、ユーザーに対し物件を通じて価値の提供を可能にする優秀な人

材の確保および社内での人材育成の強化を行ってまいります。 

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年10月31日）
当連結会計年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   511,656   503,221   

２．営業未収入金   76,640   65,448   

３．たな卸資産
※１
※２

 1,667,727   2,513,322   

４．繰延税金資産   26,319   43,909   

５．その他   25,582   36,567   

貸倒引当金   △22,624   △19,661   

流動資産合計   2,285,302 67.3  3,142,806 70.8 857,504

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物
※１
※２

86,216   87,940    

減価償却累計額  19,312 66,903  23,963 63,976   

(2）車両運搬具  24,643   34,404    

減価償却累計額  18,479 6,164  20,770 13,633   

(3）工具器具備品  35,515   68,310    

減価償却累計額  26,523 8,991  29,821 38,489   

(4）土地
※１
※２

 806,152   811,727   

(5）建設仮勘定   6,300   141,204   

有形固定資産合計   894,512 26.4  1,069,030 24.1 174,517

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   2,414   1,539   

(2）その他   5,258   6,730   

無形固定資産合計   7,673 0.2  8,269 0.2 596
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前連結会計年度

（平成18年10月31日）
当連結会計年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   4,413   3,948   

(2）繰延税金資産   1,155   1,047   

(3）差入敷金   89,893   96,854   

(4）差入保証金   89,847   91,073   

(5）その他   20,668   24,785   

投資その他の資産合計   205,979 6.1  217,709 4.9 11,730

固定資産合計   1,108,164 32.7  1,295,009 29.2 186,844

資産合計   3,393,467 100.0  4,437,816 100.0 1,044,349

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．営業未払金   37,813   130,134   

２．短期借入金 ※１  295,000   952,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１  76,675   93,929   

４．設備未払金   －   4,783   

５．未払費用   31,144   35,048   

６．未払法人税等   109,237   137,883   

７．賞与引当金   －   19,860   

８．前受金   87,582   61,663   

９．営業預り金   87,176   93,316   

10．その他   23,505   8,386   

流動負債合計   748,135 22.0  1,537,004 34.6 788,869

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  1,560,495   1,461,780   

２．預り敷金   303,604   277,127   

３．預り保証金   171,622   200,231   

固定負債合計   2,035,723 60.0  1,939,139 43.7 △96,583

負債合計   2,783,858 82.0  3,476,144 78.3 692,286
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前連結会計年度

（平成18年10月31日）
当連結会計年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   116,150 3.4  164,450 3.7 48,300

２．資本剰余金   15,000 0.5  63,300 1.4 48,300

３．利益剰余金   478,860 14.1  734,599 16.6 255,738

株主資本合計   610,010 18.0  962,349 21.7 352,338

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △401 △0.0  △677 △0.0 △275

評価・換算差額等合計   △401 △0.0  △677 △0.0 △275

純資産合計   609,608 18.0  961,671 21.7 352,063

負債純資産合計   3,393,467 100.0  4,437,816 100.0 1,044,349
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   3,715,342 100.0  4,058,120 100.0 342,777

Ⅱ　売上原価   2,752,676 74.1  2,935,439 72.3 182,762

売上総利益   962,666 25.9  1,122,680 27.7 160,014

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  71,773   96,075    

２．給与手当  166,484   137,072    

３．賞与  33,360   14,000    

４．賞与引当金繰入額  －   19,860    

５．法定福利費  31,679   30,742    

６．地代家賃  90,676   86,516    

７．租税公課  36,220   53,419    

８．通信費  21,249   19,871    

９．業務委託費  39,417   40,546    

10．貸倒引当金繰入額  5,709   545    

11．その他  126,678 623,248 16.8 139,514 638,163 15.7 14,915

営業利益   339,418 9.1  484,517 11.9 145,098

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  60   864    

２．受取配当金  90   0    

３．保険金収入  660   103    

４．その他  53 863 0.0 79 1,048 0.0 184

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  23,902 23,902 0.6 35,060 35,060 0.9 11,157

経常利益   316,379 8.5  450,504 11.1 134,125

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※１ 129   －    

２．退職給付引当金戻入益 ※２ 4,077   －    

３．貸倒引当金戻入益  － 4,207 0.1 1,162 1,162 0.0 △3,044
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前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 4,963 4,963 0.1 256 256 0.0 △4,706

税金等調整前当期純利
益

  315,623 8.5  451,410 11.1 135,787

法人税、住民税及び事
業税

 148,644   212,964    

法人税等調整額  △5,535 143,108 3.9 △17,292 195,672 4.8 52,564

当期純利益   172,514 4.6  255,738 6.3 83,223
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

 
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17年10月31日残高（千円） 50,000 － 306,345 356,345

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 66,150 15,000 － 81,150

当期純利益 － － 172,514 172,514

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計（千円） 66,150 15,000 172,514 253,664

平成18年10月31日残高（千円） 116,150 15,000 478,860 610,010

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年10月31日残高（千円） △557 355,788

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 － 81,150

当期純利益 － 172,514

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

155 155

連結会計年度中の変動額合計（千円） 155 253,820

平成18年10月31日残高（千円） △401 609,608
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当連結会計年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月31日）

 
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10月31日残高（千円） 116,150 15,000 478,860 610,010

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 48,300 48,300 － 96,600

当期純利益 － － 255,738 255,738

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計（千円） 48,300 48,300 255,738 352,338

平成19年10月31日残高（千円） 164,450 63,300 734,599 962,349

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年10月31日残高（千円） △401 609,608

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 － 96,600

当期純利益 － 255,738

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△275 △275

連結会計年度中の変動額合計（千円） △275 352,063

平成19年10月31日残高（千円） △677 961,671
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 315,623 451,410  

減価償却費  23,746 29,493  

貸倒引当金の減少額  △4,856 △2,962  

賞与引当金の増加額  － 19,860  

退職給付引当金の減少
額

 △4,244 －  

受取利息及び受取配当
金

 △150 △865  

支払利息  23,902 35,060  

固定資産除却損  4,963 256  

固定資産売却益  △129 －  

営業債権の減少額  6,004 11,192  

たな卸資産の増加額  △401,247 △856,048  

営業債務の増減（△減
少）額

 △27,066 92,339  

前受金の減少額  △18,211 △25,919  

未払消費税等の増減
（△減少）額

 221 △14,964  

預り敷金・保証金の増
減（△減少）額

 △34,096 2,132  

その他  7,821 △1,205  

小計  △107,720 △260,219 △152,499

利息及び配当金の受取
額

 885 865  

利息の支払額  △26,466 △34,569  

法人税等の支払額  △87,345 △184,119  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △220,647 △478,042 △257,395
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前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 △747,974 △184,539  

有形固定資産の売却に
よる収入

 217 －  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △420 △2,500  

敷金・保証金差入によ
る支出

 △1,320 △18,552  

敷金・保証金返還によ
る収入

 41,008 6,590  

その他  △4,031 △3,530  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △712,521 △202,531 509,989

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  97,000 657,000  

長期借入れによる収入  1,160,000 240,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △569,046 △321,461  

株式の発行による収入  81,150 96,600  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 769,103 672,138 △96,965

Ⅳ　現金及び現金同等物の減
少額

 △164,065 △8,436 155,628

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 671,370 507,304 △164,065

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 507,304 498,868 △8,436
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱アールエイジ・テクニカル・サービス

同左

 

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日

と一致しております。

同左

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

イ　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、売却原価は総平均

法により算定）を採用しておりま

す。

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　同左

ロ　たな卸資産

販売用不動産・仕掛販売用不動産

個別原価法

なお、賃貸等による収入が発生して

いる販売用不動産に関しては、それ

ぞれの耐用年数に応じた減価償却を

行っております。

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

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、耐

用年数及び残存価額については法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

定額法

なお、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）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

　　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

(4）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　              －

 

ロ　賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込み額に基づき当連結会計年度の負

担額を計上しております。

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

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、控除対象外消費税及

び地方消費税は、当連結会計年度の費用

として処理しております。

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

６．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、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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 　　　　　　　　　──────

　

　

 （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609,608千円であ

ります。

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 　　　　　　　　　──────

　

　

　

  

 　　　　　　　　　──────

 

 

 

 （固定資産の減価償却方法の変更）

 当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の固定資産については、改正法人税法の

規定する償却方法により減価償却費を計上しております。

この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、当該変更は法人税法改正適用直後に減価償却シス

テムを変更することが困難であったため、当下半期に行っ

ており、当中間連結会計期間は従来の方法によっておりま

す。当中間連結会計期間において当連結会計年度と同一の

会計処理方針を採用した場合、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

  　　　　　　　　　────── （賞与支給の表示方法） 

　前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払

費用として計上しておりましたが、当連結会計年度におい

て従業員に対する賞与支給額の算定方法を変更した結果、

連結財務諸表作成時に支給額が確定しないこととなったた

め、「未払従業員賞与の財務諸表における表示科目につい

て」（日本公認会計士協会リサーチ・センター審理情報

No15）に基づき、当連結会計年度より支給見込額を賞与引

当金として計上しております。

　なお、前連結会計年度においては支払確定額16,246千円

を流動負債(未払費用）に含めて計上しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年10月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

たな卸資産 1,001,559千円

土地 805,972千円

建物及び構築物 32,898千円

計 1,840,430千円

たな卸資産 1,582,618千円

土地 811,546千円

建物及び構築物 31,874千円

計 2,426,039千円

上記資産は、短期借入金295,000千円、１年以内返

済予定長期借入金76,675千円、長期借入金1,560,495

千円の担保に供しております。

上記資産は、短期借入金952,000千円、１年以内返

済予定長期借入金93,929千円、長期借入金　　　

1,461,780千円の担保に供しております。

※２　たな卸資産（販売用不動産）に計上していた建物

32,976千円、土地88,269千円について、所有目的を

変更し、有形固定資産の「建物及び構築物」、「土

地」へそれぞれ振替えております。

※２　　　　　　　　──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※１　　　　　　　　──────

車両運搬具 129千円

計 129千円

※２　退職給付引当金戻入益の内容は次のとおりでありま

す。

平成18年５月に従来の退職一時金制度を変更し、中

小企業退職金共済制度に基づいた確定拠出型の一時

金制度を採用したことに伴い退職給付引当金の取崩

を行ったものであります。

※２　　　　　　　　──────

 

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,545千円

車両運搬具 206千円

工具器具備品 2,211千円

計 4,963千円

車両運搬具 76千円

工具器具備品 179千円

計 256千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
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（注） 700 13,350 － 14,050

合計 700 13,350 － 14,050

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　普通株式の増加13,350株の内訳は、１：15の株式分割によるもの9,800株、第三者割当増資によるもの3,550株

であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
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（注） 14,050 1,500 － 15,550

合計 14,050 1,500 － 15,550

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の増加1,500株は、公募増資によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）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　

　平成20年１月30日の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

　・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　　　31百万円

（ロ）配当の原資　　　　　　　　　利益剰余金

（ハ）１株当たり配当額　　　　　　2,000円

（ニ）基準日　　　　　　　　　　　平成19年10月31日

（ホ）効力発生日　　　　　　　　　平成20年１月31日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

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10月31日現在）

（千円）

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19年10月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 511,656

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,352

現金及び現金同等物 507,304

現金及び預金勘定 503,221

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,353

現金及び現金同等物 498,868
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10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

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

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成18年10月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

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 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 5,089 4,413 △676 5,089 3,948 △1,141

小計 5,089 4,413 △676 5,089 3,948 △1,141

合計 5,089 4,413 △676 5,089 3,948 △1,141

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年11月１日

至　平成19年10月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10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年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役２名、監査役１名及び

従業員21名ならびに子会社の取締役

１名及び従業員３名

当社の従業員７名及び子会社の従業

員２名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）１
普通株式　335株 普通株式　58株

付与日 平成18年１月18日 平成18年４月21日

権利確定条件 （注）３ （注）３

権利行使期間
平成19年12月30日から平成27年12月

28日まで

平成19年12月30日から平成27年12月

28日まで

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．対象勤務期間は定めておりません。

３．全て「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成18年10月期）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年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  － －

付与  335 58

失効  3 2

権利確定  － －

未確定残  332 56

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

　（注）　全て「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。
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②　単価情報

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 15,500 15,500

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －

当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19年10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年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役２名、監査役１名及び

従業員21名ならびに子会社の取締役

１名及び従業員３名

当社の従業員７名及び子会社の従業

員２名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）１
普通株式　335株 普通株式　58株

付与日 平成18年１月18日 平成18年４月21日

権利確定条件 （注）３ （注）３

権利行使期間
平成19年12月30日から平成27年12月

28日まで

平成19年12月30日から平成27年12月

28日まで

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．対象勤務期間は定めておりません。

３．全て「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年10月期）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年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  332 56

付与   -  -

失効  20 2

権利確定  -  -

未確定残  312 54

権利確定後 （株） -  -

前連結会計年度末   -  -

権利確定  -  -

権利行使  -  -

失効  -  -

未行使残  -  -

　（注）　全て「ストック・オプション等に関する会計基準」の適用開始以前に付与されたものであります。
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②　単価情報

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション②

権利行使価格 （円） 15,500 15,500

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年10月31日）

当連結会計年度
（平成19年10月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

（単位：千円） （単位：千円）

貸倒引当金繰入限度額超過 14,361

販売用不動産減価償却費否認 3,770

未払事業税否認 6,964

長期前払費用償却否認 794

その他 1,584

繰延税金資産の純額 27,475

貸倒引当金繰入限度額超過 12,378

販売用不動産減価償却費否認 6,325

未払事業税否認 10,324

賞与引当金否認 8,088

その他 7,840

繰延税金資産の純額 44,956

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

（％） （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

留保金課税 4.0

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6

住民税均等割 0.3

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3

法定実効税率 40.7

（調整）  

留保金課税 2.7

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

住民税均等割 0.2

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.4
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 
不動産管理
運営事業
（千円）

不動産開発
販売事業
（千円）

不動産仲介
コンサル事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,285,553 1,177,585 252,203 3,715,342 － 3,715,342

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,304 － － 3,304 △3,304 －

計 2,288,858 1,177,585 252,203 3,718,647 △3,304 3,715,342

営業費用 2,019,754 1,040,483 194,214 3,254,452 121,472 3,375,924

営業利益 269,103 137,102 57,988 464,195 △124,777 339,418

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
      

資産 1,081,822 1,692,212 71,761 2,845,796 547,670 3,393,467

減価償却費 15,465 1,158 3,141 19,765 3,980 23,746

資本的支出 726,643 1,029 889 728,562 1,029 729,591

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務内容

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業

賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住用

賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリーステイ

事業

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務

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123,439千円であり、その主なもの

は役員報酬、経理等管理部門経費及び上場準備費用等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は549,008千円であり、その主なものは提出会社の

現金及び預金と福利厚生施設等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日）

 
不動産管理
運営事業
（千円）

不動産開発
販売事業
（千円）

不動産仲介
コンサル事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,447,621 1,369,215 241,283 4,058,120 － 4,058,120

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
4,777 － － 4,777 △4,777 －

計 2,452,399 1,369,215 241,283 4,062,897 △4,777 4,058,120

営業費用 2,098,982 1,106,469 187,668 3,393,120 180,482 3,573,603

営業利益 353,417 262,745 53,614 669,777 △185,260 484,517

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出
      

資産 1,303,635 2,536,285 71,583 3,911,504 526,312 4,437,816

減価償却費 21,050 951 2,753 24,755 4,738 29,493

資本的支出 179,572 － 1,406 180,979 12,352 193,332

　（注）１．事業区分の方法

当社の事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務内容

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業

賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住用

賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリーステイ

事業

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務

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185,884千円であり、その主なもの

は役員報酬、経理等管理部門経費及び上場費用等であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は527,025千円であり、その主なものは提出会社の

現金及び預金と福利厚生施設等であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年11月１

日　至　平成19年10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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自　平成18年11月１

日　至　平成19年10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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員および

個人主要株

主

向井山　

達也
－ －

当社代表

取締役

(被所有)

直接64.9

間接19.6

－ －

当社の銀行借入に

対する債務被保証

（注１）

－ － －

賃貸借契約に関す

る債務被保証

（注２）

－ － －

家賃の補助

（注３）
912 － －

笠原　賢

一
－ －

当社取締

役

(被所有)

直接 3.2
－ －

家賃の補助

（注４）
553 － －

役員個人が

議決権の過

半数を有し

ている会社

㈲BHAG

コーポ

レーショ

ン

（注５）

東京都千

代田区
3,000

有価証券

の保有

（注６）

(被所有)

直接19.6

（注７）

代表者

が提出

会社の

代表取

締役と

同じ

不動産

の管理

受託

不動産管理料売上

（注８）（注９）
1,521 － －

不動産

のサブ

リース

サブリース賃料の

支払

（注８）（注９）

19,792 － －

賃貸用

不動産

購入

販売用不動産購入

（注８）（注10）
445,135 － －

　（注）１．債務被保証については、期首時点においては当社の金融機関からの借入取引に対する債務保証を受けており

ましたが、当連結会計年度中においてすべて保証解除しております。債務被保証に対して保証料を支払って

おりません。

２．事務所等の賃借契約に対して、期首時点においては代表取締役である向井山達也より連帯保証を受けており

ましたが、当連結会計年度中においてはすべて保証解除しております。

なお、保証料の支払は行っておりません。

３．家賃の補助は平成18年１月をもって終了しております。

４．家賃の補助は平成18年２月をもって終了しております。

５．当社代表取締役向井山達也が100％出資する会社であります。

６．㈲BHAGコーポレーションは前連結会計年度においては不動産賃貸業務を行っておりましたが、当連結会計年

度において業務を有価証券の保有のみに変更されております。

７．平成17年４月11日に実施された第三者割当増資によって、当社の法人主要株主となっております。

８．取引金額は消費税等が含まれておりません。

９．サブリース賃料及び管理料の設定は第三者に対する当社の一般的な条件によっています。

10．取引価格は近隣の売買事例及び鑑定評価によっています。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり純資産額 43,388円53銭

１株当たり当期純利益金額 13,243円89銭

  

１株当たり純資産額 61,843円85銭

１株当たり当期純利益金額 18,107円96銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 17,674円94銭

　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。

　当社は、平成17年12月28日付で株式１株につき15株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

　

 

 

１株当たり純資産額 33,884円60銭

１株当たり当期純利益金額 10,646円71銭

　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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
前連結会計年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

1株当たり当期純利益   

   当期純利益（千円） 172,514 255,738

  普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

  普通株式に係る当期純利益（千円） 172,514 255,738

  期中平均株式数（株） 13,026 14,123

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額   

  当期純利益調整額(千円) － －

　普通株式増加数 － 346

　（うちストックオプション） － (346)

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めなかった潜在

株式の概要

新株予約権２種類（新株予約権の

数388個）。

            ______
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（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年10月31日）
当事業年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   461,703   411,538   

２．営業未収入金   28,015   25,426   

３．販売用不動産 ※1,2  821,288   1,348,678   

４．仕掛販売用不動産 ※１  847,775   1,165,357   

５．前渡金   1,680   3,522   

６．前払費用   9,734   11,646   

７．繰延税金資産   22,865   40,854   

８．未収入金   72   73   

９．立替金   13,255   17,196   

10．その他   272   2,664   

貸倒引当金   △18,491   △16,691   

流動資産合計   2,188,171 66.2  3,010,267 69.8 822,095

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※1,2 78,355   79,555    

減価償却累計額  14,621 63,734  18,683 60,871   

(2）構築物  6,768   6,768    

減価償却累計額  4,326 2,441  4,594 2,174   

(3）車両運搬具  18,066   28,942    

減価償却累計額  12,814 5,252  15,841 13,101   

(4）工具器具備品  34,021   67,543    

減価償却累計額  25,152 8,868  29,258 38,285   

(5）土地 ※1,2  806,152   811,727   

(6）建設仮勘定   6,300   141,204   

有形固定資産合計   892,749 27.0  1,067,364 24.7 174,614
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前事業年度

（平成18年10月31日）
当事業年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）商標権   2,056   1,028   

(2）ソフトウェア   2,280   1,475   

(3) ソフトウェア
仮勘定

  －   2,500   

(4）電話加入権   3,202   3,202   

無形固定資産合計   7,538 0.2  8,205 0.2 666

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   4,413   3,948   

(2）関係会社株式   10,000   10,000   

(3）長期前払費用   4,225   6,028   

(4）繰延税金資産   1,155   1,047   

(5）差入敷金   89,565   96,527   

(6）差入保証金   89,847   91,073   

(7）その他   16,395   18,415   

投資その他の資産合計   215,602 6.6  227,041 5.3 11,438

固定資産合計   1,115,891 33.8  1,302,610 30.2 186,719

資産合計   3,304,062 100.0  4,312,878 100.0 1,008,815

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．営業未払金   13,872   114,146   

２．短期借入金 ※1,3  335,000   952,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１  76,675   93,929   

４．設備未払金   －   4,783   

５．未払費用   25,521   31,281   

６．未払法人税等   90,423   127,497   

７．未払消費税等   15,437   －   

８．賞与引当金   －   18,000   

９．前受金   87,582   61,663   

10．営業預り金   87,176   93,316   

11．預り金   2,609   2,959   

12．その他   3,624   2,973   

流動負債合計   737,923 22.3  1,502,550 34.8 764,627
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前事業年度

（平成18年10月31日）
当事業年度

（平成19年10月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  1,560,495   1,461,780   

２．預り敷金   303,604   277,127   

３．預り保証金   171,622   200,231   

固定負債合計   2,035,723 61.6  1,939,139 45.0 △96,583

負債合計   2,773,646 83.9  3,441,690 79.8 668,043

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   116,150 3.5  164,450 3.8 48,300

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  15,000   63,300    

資本剰余金合計   15,000 0.5  63,300 1.5 48,300

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  399,667   644,115    

利益剰余金合計   399,667 12.1  644,115 14.9 244,447

株主資本合計   530,817 16.1  871,865 20.2 341,047

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  △401 △0.0  △677 △0.0 △275

評価・換算差額等合計   △401 △0.0  △677 △0.0 △275

純資産合計   530,416 16.1  871,187 20.2 340,771

負債純資産合計   3,304,062 100.0  4,312,878 100.0 1,008,815
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高        

 1.不動産管理運営事業売上  1,984,148   2,131,301    

 2.不動産開発販売事業売上  1,177,585   1,369,215    

 3.不動産仲介コンサル事業
売上

 252,203 3,413,938 100.0 241,283 3,741,799 100.0 327,861

Ⅱ　売上原価         

 1.不動産管理運営事業原価  1,564,010   1,650,034    

 2.不動産開発販売事業原価  978,550   1,043,759    

 3.不動産仲介コンサル事業
原価

 46,966 2,589,527 75.9 51,372 2,745,166 73.4 155,639

売上総利益   824,411 24.1  996,633 26.6 172,222

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  63,200   87,000    

２．給与手当  121,105   116,293    

３．賞与  29,486   12,240    

４．賞与引当金繰入額  －   18,000    

５．法定福利費  26,067   25,561    

６．福利厚生費  3,694   4,687    

７．地代家賃  83,539   79,697    

８．租税公課  35,715   53,071    

９．旅費交通費  10,906   12,732    

10．通信費  17,604   17,141    

11．支払手数料  13,905   29,567    

12．業務委託費  35,245   36,192    

13．採用費  7,405   2,772    

14．減価償却費  13,759   17,058    

15．貸倒引当金繰入額  3,880   545    

16．貸倒損失  8,232   －    

17．その他  50,618 524,368 15.3 55,988 568,552 15.2 44,183

営業利益   300,042 8.8  428,081 11.4 128,038
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前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  51   773    

２．受取配当金 ※１ 90   25,000    

３．保険金収入  660   66    

４．その他  53 855 0.0 36 25,876 0.7 25,021

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  23,944 23,944 0.7 35,309 35,309 0.9 11,365

経常利益   276,953 8.1  418,648 11.2 141,695

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※２ 129   －    

２．退職給付引当金戻入益 ※３ 3,613 3,743 0.1 － － － △3,743

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 4,963 4,963 0.1 153 153 0.0 △4,810

税引前当期純利益   275,733 8.1  418,495 11.2 142,761

法人税、住民税及び事
業税

 123,863   191,740    

法人税等調整額  1,754 125,617 3.7 △17,691 174,048 4.7 48,430

当期純利益   150,116 4.4  244,447 6.5 94,330
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　不動産管理運営事業原価       

(1）支払賃料等  1,468,041  1,522,931   

(2）管理原価等  88,599  115,625   

(3）減価償却費  7,369  11,477   

計  1,564,010 60.4 1,650,034 60.1 86,023

Ⅱ　不動産開発販売事業原価       

(1）土地建物原価  978,550  1,043,759   

計  978,550 37.8 1,043,759 38.0 65,209

Ⅲ　不動産仲介コンサル事業
原価

      

(1）支払仲介手数料  25,510  30,673   

(2）販売広告費  21,455  20,699   

計  46,966 1.8 51,372 1.9 4,406

売上原価合計  2,589,527 100.0 2,745,166 100.0 155,639
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年10月31日残高（千円） 50,000 － 249,551 299,551

事業年度中の変動額     

新株の発行 66,150 15,000 － 81,150

当期純利益 － － 150,116 150,116

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） 66,150 15,000 150,116 231,266

平成18年10月31日残高（千円） 116,150 15,000 399,667 530,817

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年10月31日残高（千円） △557 298,994

事業年度中の変動額   

新株の発行 － 81,150

当期純利益 － 150,116

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

155 155

事業年度中の変動額合計（千円） 155 231,421

平成18年10月31日残高（千円） △401 530,416
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当事業年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年10月31日残高（千円） 116,150 15,000 399,667 530,817

事業年度中の変動額     

新株の発行 48,300 48,300 － 96,600

当期純利益 － － 244,447 244,447

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） 48,300 48,300 244,447 341,047

平成19年10月31日残高（千円） 164,450 63,300 644,115 871,865

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年10月31日残高（千円） △401 530,416

事業年度中の変動額   

新株の発行 － 96,600

当期純利益 － 244,447

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△275 △275

事業年度中の変動額合計（千円） △275 340,771

平成19年10月31日残高（千円） △677 871,187
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

総平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

(2）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、売却原価は総平均法によ

り算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　 同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別原価法

なお、賃貸等による収入が発生している

販売用不動産に関しては、それぞれの耐

用年数に応じた減価償却を行っておりま

す。

販売用不動産、仕掛販売用不動産

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

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、耐

用年数及び残存価額については法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法

なお、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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

　　　　　　 　同左

５．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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）　　　　 ────── (2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込み額に基づき当事業年度の負担額

を計上しております。

６．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
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項目
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっており、控除対象外消費税及

び地方消費税は、当事業年度の費用とし

て処理しております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

（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。

　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　           ──────

　

　

  

（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530,416千円で

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。

　　　　           ──────

　

　

　

  

 　　　　           ──────

 

 

 

  （固定資産の減価償却方法の変更）

  当事業年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の固定資産については、改正法人税法の規定

する償却方法により減価償却費を計上しております。この

変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

　なお、当該変更は法人税法改正適用直後に減価償却シス

テムを変更することが困難であったため、当下半期に行っ

ており、当中間会計期間は従来の方法によっております。

当中間会計期間において当事業計年度と同一の会計処理方

針を採用した場合、営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響は軽微であります。
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

  　　　　　　　　　────── （賞与支給の表示方法） 

　前事業年度においては、従業員賞与の確定額を未払費用

として計上しておりましたが、当事業年度において従業員

に対する賞与支給額の算定方法を変更した結果、財務諸表

作成時に支給額が確定しないこととなったため、「未払従

業員賞与の財務諸表における表示科目について」（日本公

認会計士協会リサーチ・センター審理情報No15）に基づき、

当事業年度より支給見込額を賞与引当金として計上してお

ります。

　なお、前事業年度においては支払確定額13,852千円を流

動負債(未払費用）に含めて計上しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年10月31日）

当事業年度
（平成19年10月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

販売用不動産 454,033千円

仕掛販売用不動産 547,525千円

土地 805,972千円

建物 32,898千円

計 1,840,430千円

販売用不動産 764,949千円

仕掛販売用不動産 817,669千円

土地 811,546千円

建物 31,874千円

計 2,426,039千円

上記資産は、短期借入金295,000千円、１年以内返

済予定長期借入金76,675千円、長期借入金1,560,495

千円の担保に供しております。

上記資産は、短期借入金952,000千円、１年以内返

済予定長期借入金93,929千円、長期借入金　　　　

1,461,780千円の担保に供しております。

※２　販売用不動産に計上していた建物32,976千円、土地

88,269千円について所有目的を変更し、有形固定資

産の「建物」、「土地」へそれぞれ振替えておりま

す。

※２　　　　　　　　──────

※３　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※３　　　　　　　　──────

　

流動負債   

短期借入金 40,000千円

　   

　   

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　            ────── ※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

受取配当金 25,000千円

計 25,000千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※２              ──────

車両運搬具 129千円

計 129千円

※３　退職給付引当金戻入益の内容は次のとおりでありま

す。

平成18年５月に従来の退職一時金制度を変更し、中

小企業退職金共済制度に基づいた確定拠出型の一時

金制度を採用したことに伴い退職給付引当金の取崩

を行ったものであります。

※３              ──────

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 1,955千円

構築物 590千円

車両運搬具 206千円

工具器具備品 2,211千円

計 4,963千円

車両運搬具 20千円

工具器具備品 132千円

計 153千円
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（株主資本等変動計算書関係）

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10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

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

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）及び当事業年度（自　平成18年11月１日　至　平

成19年10月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

（単位：千円） （単位：千円）

貸倒引当金繰入限度額超過 12,881

販売用不動産減価償却費否認 3,770

未払事業税否認 5,539

長期前払費用償却否認 794

その他 1,035

繰延税金資産の純額 24,021

貸倒引当金繰入限度額超過 11,275

販売用不動産減価償却費否認 6,325

未払事業税否認 9,345

賞与引当金 7,324

その他 7,631

繰延税金資産の純額 41,902

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

（％）  

法定実効税率 40.7

（調整）  

留保金課税 3.9

交際費等永久に損金に算入されない額 0.6

住民税均等割 0.4

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.6

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた

め、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり純資産額 37,752円６銭

１株当たり当期純利益金額 11,524円35銭

１株当たり純資産額 56,024円94銭

１株当たり当期純利益金額 17,308円44銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額　　　
     16,894円54銭

　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。

　　

 

　当社は、平成17年12月28日付で株式１株につき15株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

　

 

１株当たり純資産額 28,475円70銭

１株当たり当期純利益金額 8,852円69銭

 　

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとりであり

ます。

 
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり当期純利益   

  当期純利益（千円） 150,116 244,447

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

　普通株式に係る当期純利益（千円） 150,116 244,447

　期中平均株式数（株） 13,026 14,123

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 　当期純利益調整額（千円） ― ―

 　普通株式増加数 ― 346

 　（うちストックオプション） ― (346)

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めなかった潜在

株式の概要

新株予約権２種類（新株予約権の

数388個）。

            ______ 

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 決定次第開示致します。

 

(2）その他

該当事項はありません。
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