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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 ８８８５Ｇ 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３四半期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 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３四半期 5,960 8.0 496 19.5 302 24.9 177 23.0 
19年３月期第３四半期 5,516 46.0 415 49.7 241 26.9 144 25.7 
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３四半期 9,106 34 8,859 52 
19年３月期第３四半期 8,768 49 7,326 91 
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３四半期 13,051 1,601 12.3 81,929 51 
19年３月期第３四半期 8,169 1,200 14.7 70,864 08 
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３四半期 △4,126 △94 4,048 787 
19年３月期第３四半期 △2,612 △1,102 3,165 542 
19年３月期 △2,746 △808 3,422 960 

 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間 期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期  ─ 1,250 00 1,250 00
20年３月期(実績)  ─ ─

20年３月期(予想)  ─ 1,250 00 1,250 00
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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） 
 (％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 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 10,000 18.3 932 26.0 680 22.5 400 12.1 20,500 21
 ※ 当第３四半期まで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。 
 

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    ： 有 

〔(注) 詳細は、 ４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。〕 
(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

実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 

当第 3 四半期（平成 19 年４月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日）における我が国経済は、回復基調に

乗ると思われた矢先に、米国のサブプライムローン問題や、株価の動向、原油をはじめとする資源

価格の高騰などがおこり、先行きは予断を許さない状況です。 
  当社の属する不動産業界におきましては、マンション・住宅分譲分野では、エリアや利便性、商

品企画、価格帯により優劣が鮮明になり始めており、建築基準法の改正や、原材料価格の上昇など

の原因で、住宅の着工戸数は減少傾向となっているなど、注視を要する状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社は、当事業年度からスタートいたしました「ラ・アトレ グローア

ップ１ｓｔステージ」（2007 年４月～2010 年３月まで）に基づき、「数値目標の達成」のために、

事業ポートフォリオ（再生不動産事業、新築不動産事業、不動産管理事業）の拡大や、新たな事業

分野への進出をすすめてまいりました。また、人材の育成・登用、内部統制の強化（Ｊ－ＳOX への

対応、Ｐマークの取得、ＣＳＲへの取組等）による、「経営基盤の強化」に積極的に取組んでまい

りました。 
  この結果、当第３四半期における売上高は、5,960 百万円（前年同期比 8.0％増）、営業利益 496
百万円（同 19.5％増）、経常利益 302 百万円（同 24.9％増）、当期純利益 177 百万円（同 23.0％
増）となりました。 

 
事業の種類別セグメントの業績は次の通りです 

（セグメント別売上高の概況）                     （単位：千円） 
セグメント 前第3四半期 当第3四半期 構成比(%) 前年同期比(%) 

不動産販売事業 5,029,346 5,353,741 89.8% 6.5%増

  （再生不動産） 2,928,464 2,804,473 47.0% 4.2%減

  （新築不動産） 2,100,881 2,549,268 42.8% 21.3%増

不動産管理事業 241,093 389,083 6.5% 61.4%増

ゴルフ会員権事業 199,266 169,861 2.9% 14.8%減

その他事業 46,985 47,663 0.8% 1.4%増

合    計 5,516,691 5,960,349 100.0% 8.0%増

 
（1） 不動産販売事業 
a. 再生不動産事業 
   再生不動産事業では、リニューアルマンション販売業務において 79 戸、インベストメントプロ 
ジェクト業務において「ラ・アトレ駒込インベストメントＰＪ」（東京都北区）ビル１棟を引渡

すことで、売上高 2,804 百万円（前年同期比 4.2％減）となりました。 
  また、仕入においては、首都圏の需要の高い人気エリアを中心に、１次取得者向けの低額帯か

ら富裕層向け高額帯までのマンションや投資家向け高利回りのビル・レジデンシャルなど幅広い

商品の仕入を行いました。特にリニューアル販売業務においては、複数戸まとめて仕入れること

により、業務効率を高めました。 
b. 新築不動産事業 
  新築不動産事業では、デベロップメント業務において「ラ・アトレ綱島 ＥＡＳＴ」（横浜市

港北区）26 戸（完売）、「ラ・アトレ梅島」（東京都足立区）8 戸、「アトレビュアー東浦和」

（埼玉県川口市）1 戸（完売）、ランドプロジェクト業務において「田園調布Ⅱ」（東京都大田

区）1 区画、「田園調布Ⅲ」（東京都大田区）１区画（完売）、新築マンション販売業務におい

て、「グラード南林間」（神奈川県大和市）12 戸（完売）を引渡すことで、売上高 2,549 百万円

（前年同期比 21.3％増）となりました。 
 また、仕入においては、再生不動産事業と同様に幅広い商品の仕入を行い、デベロップメント

業務におきましては「（仮称）ラ・アトレ渋谷本町 PJ」「等々力 PJ」等、ランドプロジェクト

業務におきましては「吉祥寺南町 PJ」、新築マンション販売業務におきましては「インプレスト

東浦和 PJ」の仕入れを行いました。 
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（2） 不動産管理事業 
  不動産管理事業では、インベストメントプロジェクト業務により取得した「自由が丘グリーン

ハウス」（東京都世田谷区）、「パンドラマンション」（茨城県水戸市）、「萬ビル」（東京都

豊島区）、「上野毛ニューコーポ」（東京都世田谷区）、「自由が丘インベストメント PJ」（東

京都世田谷区）、リニューアル販売業務により取得した「南生田アメニティホーム」（川崎市多

摩区）9 戸、「藤和横浜下永谷ホームズ」（横浜市港南区）50 戸、前期取得した「藤ビル川崎

（収益用固定資産）」（川崎市川崎区）などの受取家賃が増加したことにより当第 3 四半期の売

上高は 389 百万円（前年同期比 61.4％増）となりました。 
 

（3） ゴルフ会員権事業 
  当第 3 四半期は、引き続き少数精鋭による、業務の効率化により、販売件数 81 件、売上高 169
百万円（前年同期比 14.8％減）となりました。 
 

２．財政状態に関する定性的情報 
（1） 資産、負債及び純資産の状況 
  当第３四半期会計期間末の資産合計は 13,051 百万円となり、前事業年度末に比べて 3,603 百万円

増加しております。資産合計が増加した主な要因は、販売用不動産の確保が順調に推移したため、

たな卸資産が 4,262 百万円増加（前事業年度末比 41.7％増）したことによります。 
  当第 3 四半期会計期間末の負債合計は 11,449 百万円となり、前事業年度末に比べ 3,487 百万円増

加しております。負債が増加した主な要因は、たな卸資産の増加に伴い、短期借入金、前事業年度

末比 1,876 百万円増、長期借入金同 1,827 百万円増、社債同 462 百万円増などが挙げられます。 
  当第 3 四半期会計期間末の純資産合計は 1,601 百万円となり、前事業年度末に比べ 155 百万円増

加しております。 
 
（2） キャッシュ・フローの状況 
  当第３四半期会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが

4,126 百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが 94 百万円の減少、財務活動によるキャ

ッシュ・フローが 4,048 百万円の増加となり、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等

物の残高は、前事業年度末に比べ 172 百万円減少し、787 百万円となりました。 
  これらは主に物件仕入に伴うたな卸資産の増加による支出及びその物件の仕入に係るプロジェク

ト資金の借入による収入によるものであります。 
 

３．業績予想に関する定性的情報 
当不動産業界を取巻く環境は、サブプライムローンの問題、建築基準法の改正や、原材料価格の

上昇など、注視を要する状況が続いておりますが、当社の業績は、概ね計画どおり進捗しておりま

すので、平成 19 年 5 月 14 日に発表いたしました業績予想は修正しておりません。 
 

４．その他 
(１) 期中における重要な子会社の異動        
    該当事項はありません 
(２) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 
   （固定資産税等の会計処理） 

賃貸収入を伴う販売用不動産の固定資産税等保有コストを、当第３四半期会計期間より売

上原価として処理するように変更しております。 
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(参考）不動産販売事業における当第３四半期までの契約進捗状況 

 
    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３四半期 当第３四半期 

平成 19 年３月期 第３四半期 平成 20 年３月期 第３四半期 
（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） （自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

契約高 契約残高 契約高 契約残高 

5,285,810 1,507,400 6,101,705 953,488

  ※ 契約高は、当期中の契約実績で表示しております。 
 

２．契約進捗率                  （単位：千円） 
当第３四半期 売上計上分 5,353,741

当第３四半期 契約済売上計上予定分 953,488

合  計 6,307,230

   ※ 当第３四半期売上計上分には、前事業年度末契約残高を含んでおります。 
                                 （単位：千円） 

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 

事業年度末 9,285,000 57.7％ 67.9％

    ※ 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、契約内容の変更等が発生した場合、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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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度 
要約貸借対照表 

  (平成18年12月31日) (平成19年12月31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 ※2 792,957 1,032,330 1,165,571 

 ２ 受取手形  - 
 - 540,000 

 ３ 売掛金  7,396 12,731 4,892 

 ４ たな卸資産 ※2 5,353,786 10,226,985 5,964,513 

 ５ その他  232,373 173,851 174,470 

   貸倒引当金  △37 △ 26 △237 

   流動資産合計   6,386,475 78.2 11,445,871 87.7  7,849,210 83.1

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物 ※2 699,989 580,046 593,504 

  (2) 土地 ※2 1,028,970 925,393 922,141 

  (3) その他  2,038 1,007 1,227 

   有形固定資産合計  1,730,998 1,506,447 1,516,873 

 ２ 無形固定資産  4,953 2,048 2,435 

 ３ 投資その他の資産  47,264 86,439 79,120 

   固定資産合計   1,783,217 21.8 1,594,935 12.2  1,598,429 16.9

Ⅲ 繰延資産   - - 10,329 0.1  - -

   資産合計   8,169,692 100.0 13,051,136 100.0  9,447,639 100.0
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度 

要約貸借対照表 
  (平成18年12月31日) (平成19年12月31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  - - 714,656 

 ２ 買掛金  100,798 162,268 69,385 

 ３ 短期借入金 ※2 1,790,000 3,511,498 1,635,100 
 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 ※2 1,487,666 1,437,468 1,440,390 

  ５  未払法人税等  - 5,926 108,889 

 ６ 賞与引当金  800 3,000 3,200 

 ７ その他 ※3 228,076 329,079 348,413 

   流動負債合計   3,607,342 44.2 5,449,240 41.7  4,320,035 45.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  273,000 572,500 110,000 

 ２ 長期借入金 ※2 2,883,299 5,155,538 3,327,724 

 ３ 退職給付引当金  18,253 18,251 19,034 

 ４ その他  187,325 253,720 224,588 

   固定負債合計   3,361,878 41.1 6,000,010 46.0  3,681,347 39.0

   負債合計   6,969,220 85.3 11,449,250 87.7  8,001,383 84.7

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   298,335 3.6 316,215 2.4  315,115 3.3

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  242,315 260,513 259,413 

    資本剰余金合計   242,315 3.0 260,513 2.0  259,413 2.8

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金    

    繰越利益剰余金  659,503 1,025,157 871,727 

    利益剰余金合計   659,503 8.1 1,025,157 7.9  871,727 9.2

   株主資本合計   1,200,153 14.7 1,601,885 12.3  1,446,256 15.3

Ⅲ 新株予約権   318 0.0 -  -

   純資産合計   1,200,471 14.7 1,601,885 12.3  1,446,256 15.3

   負債純資産合計   8,169,692 100.0 13,051,136 100.0  9,447,639 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年12月31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   5,516,691 100.0 5,960,349 100.0  8,452,229 100.0

Ⅱ 売上原価   4,457,079 80.8 4,767,092 80.0  6,849,295 81.0

   売上総利益   1,059,612 19.2 1,193,257 20.0  1,602,933 19.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   644,224 11.7 696,853 11.7  862,460 10.2

   営業利益   415,387 7.5 496,403 8.3  740,473 8.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  736 0.0 1,881 0.0  1,777 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  174,389 3.1 196,280 3.3  187,017 2.2

   経常利益   241,734 4.4 302,004 5.0  555,232 6.6

Ⅵ 特別利益 ※3  6,809 0.1 437 0.0  57,518 0.7

Ⅶ 特別損失 ※4  571 0.0 - -  5,892 0.1

   税引前四半期(当期) 
   純利益   247,972 4.5 302,442 5.0  606,859 7.2

   法人税、住民税 
   及び事業税  90,677 117,165 252,566 

   法人税等調整額  12,676 103,353 1.9 7,457 124,623 2.1 △ 2,550 250,016 3.0

   四半期(当期)純利益   144,618 2.6 177,819 2.9  356,842 4.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 
前第３四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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

第３四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行 147,360 147,360 ─ 294,720 ─ 294,720

 剰余金の配当（注） ─ ─ △3,912 △3,912 ─ △3,912

 第３四半期純利益 ─ ─ 144,618 144,618 ─ 144,618

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ ─

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 147,360 147,360 140,706 435,426 ─ 435,426

平成18年12月31日残高(千円) 298,335 242,315 659,503 1,200,153 318 1,200,471

（注）平成 18 年６月 29 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
  

当第３四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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
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３四半期会計期間中の変動額   

 新株の発行 1,100 1,100 ─ 2,200 2,200 

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

 第３四半期純利益 ─ ─ 177,819 177,819 177,819 
株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） ─ ─ ─ ─ ─ 

第３四半期会計期間中の変動額合

計(千円) 1,100 1,100 153,429 155,629 155,629 

平成19年12月31日残高(千円) 316,215 260,513 1,025,157 1,601,885 1,601,885 

  
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3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

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  247,972 302,442 606,859

２ 減価償却費  8,710 21,450 16,664

３ 貸倒引当金の増減額  589 △ 410 3,879

４ 退職給付引当金の増減額  1,377 △ 782 2,158

５ 賞与引当金の増減額  △ 766 △200 1,633

６ 受取利息及び受取配当金  △ 280 △ 1,214 △ 845

７ 支払利息  82,097 153,363 118,574

８ 社債利息  2,615 9,476 3,783

９ 株式交付費  5,126 191 5,278

10 社債発行費  12,218 7,071 12,218

11 売上債権の増減額  △ 1,800 532,161 △ 539,296

12 たな卸資産の増減額  △ 1,810,301 △ 4,262,471 △ 2,421,029

13 仕入債務の増減額  △ 689,158 △ 621,773 △ 5,915

14 未払消費税等の増減額  ― 14,138 △ 12,894

15 その他  △ 119,483 149,185 △ 152,330

小計  △ 2,261,082 △ 3,697,371 △ 2,361,261

16 利息及び配当金の受取額  216 1,214 781

17 利息の支払額  △ 85,814 △ 169,935 △ 120,327

18 支払手数料の支払額  ─ △ 38,549 ─

19 法人税等の支払額  △ 265,479 △ 221,894 △ 265,592

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー  △ 2,612,160 △ 4,126,536 △ 2,746,399
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前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

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19年３月31日) 

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   

１ 定期預金の預入による支出  △ 68,987 △ 123,068 △ 128,053

２ 定期預金の払戻による収入  62,979 69,005 116,033

３ 積立預金の預入による支出  △ 68,519 △ 87,088 △ 89,023

４ 積立預金の払戻による収入  37,509 99,066 105,522

５ 有形固定資産の取得による支出  △ 1,076,935 △ 42,141 △ 1,086,699

６ 無形固定資産の売却による収入  19 ─ 19

７ 貸付けによる支出  △ 300 △ 1,500 △ 300

８ 貸付金の回収による収入  10,500 581 12,134

９ 関係会社出資金による支出  ─ △ 4,100 ─

10  その他  1,206 △ 4,778 262,032

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー  △ 1,102,527 △ 94,023 △ 808,334

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  856,200 1,876,398 701,300

２ 長期借入れによる収入  3,522,800 4,707,600 4,502,500

３ 長期借入金の返済による支出  △ 1,647,153 △ 2,882,708 △ 2,229,705

４ 社債の発行による収入  157,781 582,598 157,781

５ 社債の償還による支出  △ 10,000 △ 214,000 △ 28,500

６ 株式の発行による収入  289,593 2,008 323,001

７ 配当金の支払額  △ 3,912 △ 23,863 △ 3,912

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー  3,165,309 4,048,033 3,422,465

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △ 549,378 △ 172,526 △ 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 ※ 542,902 787,486 960,013
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(5) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 
     ─ 

 

(2) デリバティブ 
時価法 

 (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  10～40年 
 構築物   13年 
 工具器具備品３～20年 

(1) 有形固定資産 
同左 

(1) 有形固定資産 
同左 

      ― （会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19
年３月30日 政令第83号)）
に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについて

は、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。 
 この変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。 

     ─ 
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前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  （追加情報） 
 法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

たものについては、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

5％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差

額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上

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。 

 

 (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

見込み額のうち当期の負

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 
  当第3四半期会計期間

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 
  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。 
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前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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。 

(1) ヘッジ会計の方法 
     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

ヘッジ手段 金利スワップ 
ヘッジ対象 借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

     同左 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

     同左 

 (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。 

(3) ヘッジ方針 
     同左 

(3) ヘッジ方針 
     同左 

 (4) ヘッジ有効性評価 
  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。 

(4) ヘッジ有効性評価 
同左 

   

(4) ヘッジ有効性評価 
     同左 

６ 第3四半期キャッ

シュ・フロー計算

書 (キャッシュ・

フロー計算書 )に
おける資金の範囲 

第3四半期キャッシュ・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 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。 

７ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作
成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は税抜

方式によっており、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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(6)四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 
 当第３四半期会計期間から、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準（企業会計基準委員会 

平成17年12月9日 企業会計基準第5
号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月9日 企業会計基準適用指針

第8号）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は1,200,153千円であり

ます。 
なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当第３四半期会計期間におけ

る財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

─ （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

（企業会計基準委員会 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） 
 当第３四半期会計期間から、「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。 

─ 
 

（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3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 
 前第３四半期会計期間まで「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、当第３四半期

会計期間より「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

55,741千円減少し、「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

前四半期純利益」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。 
 

 
─ 

 
(固定資産税等の会計処理） 

賃貸収入が伴う販売用不動産の固定資

産税等保有コストについては、従来、

取得価額に含めて計上しておりました

が、当第３四半期会計期間より売上原

価として処理することとしておりま

す。この変更は、販売用不動産に係る

賃貸収入が増加することが見込まれる

ことから、賃貸収入に対応した固定資

産税等保有コストを売上原価に計上

し、収益と費用とのより適切な対応関

係を図るためのものであります。この

変更により、従来の方法に比べ、売上

原価が8,387千円増加し、営業利益、経

常利益、税引前四半期純利益が同額減

少しております。 

─ 
 

 

   
 

 



 

―17― 

表示方法の変更 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

（貸借対照表） 
 前第３四半期会計期間まで区分掲記しておりました

「前渡金」については、重要性が乏しくなったため、

「その他」に含めて表示することといたしました。 
 なお、当第3四半期会計期間の「前渡金」は、89,216千
円であります。 

            ─ 

 
追加情報 

 
前第3四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第3四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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） 
 当第３四半期会計期間において、不

動産購入資金を社債発行によって、初

めて調達することになったことに伴

い、当該社債にかかる社債発行費は繰

延資産に計上し、社債の償還期間にわ

たり、利息法により償却する方法によ

っております。 
一括費用処理をする方法と比べて、

「営業外費用」は、10,329千円減少

し、「経常利益」及び「税引前四半期

純利益」は同額増加しております。 

─ 
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(7)注記事項 
(四半期貸借対照表関係) 

 
前第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 
当第３四半期会計期間末 

(平成19年12月31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 

31,127千円 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

50,646千円

※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 50,452千円

たな卸資産 4,864,438千円

建物 687,881千円

土地 1,028,970千円

計 6,631,742千円
 

※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 50,524千円

たな卸資産 9,777,936千円

建物 565,679千円

土地 922,750千円

計 11,316,891千円
 

※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 1,641,000千円

１年以内返済予

定長期借入金 1,469,020千円

長期借入金 2,843,674千円

その他（流動負

債） 17,000千円

社債（銀行保証

付無担保社債） 153,000千円

計 6,123,694千円 

 (2) 上記に対応する債務 
短期借入金 3,363,498千円

１年以内返済予

定長期借入金
1,425,828千円

長期借入金 5,127,553千円

その他 (流動負

債） 25,000千円

社債 (銀行保証

付無担保社債）
212,500千円

リース契約 9,482千円

計 10,163,861千円
 

 (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 消費税等の取扱い 
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 消費税等の取扱い 
    同左 

─ 
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(四半期損益計算書関係) 
 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 216千円

受取配当金 64千円

雑収入 454千円

  
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,140千円

受取配当金 74千円

雑収入 662千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息 781千円

受取配当金 64千円

雑収入 931千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息 82,097千円

株式交付費 5,126千円

社債発行費 12,218千円

社債利息 2,615千円

支払手数料 55,741千円

雑損失 560千円

株式公開費用 15,958千円

保険解約返戻損 71千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 153,363千円

社債発行費 7,071千円

社債利息 9,476千円

支払手数料 24,276千円

雑損失 1,899千円

株式交付費 191千円
 

※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

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 
違約金 6,809千円

  

※３ 特別利益のうち主要なもの 
貸倒引当金戻入益 437千円

  

※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 

貸倒引当金繰入額 571千円
 

※４     ─ 
      

※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 8,226千円

無形固定資産 863千円
 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 20,542千円

無形固定資産 907千円
 

 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３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 15,648 1,288 ― 16,936 
（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 288 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 当第３四半期会計期間末

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 当第３四半期

会計期間末 

当第３四半期

会計期間末残

高（千円）

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 2,544 ― ― 2,544 318
（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。 
４ 配当に関する事項 
 (１)配当支払金額 

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

 
当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 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 当第３四半期会計期間末 
普通株式(株) 19,512 40 ─ 19,552 

（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 40 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 当第３四半期

会計期間末 

当第３四半

期会計期間

末残高 
（千円）

提出会社 ストック・オプション

としての新株予約権 ― ― ― ― ― ―

合計  ―

４ 配当に関する事項 
 (１)配当支払金額 

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19年６月27日 

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

 



 

―21― 

 
 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 

当事業 
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更事由の概要 
      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)配当支払金額 

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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 現金及び現金同等物の第３四半期

末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 
現金及び預金 792,957千円

預入期間３か月超の 
        定期預金 △250,054千円

現金及び現金同等物 542,902千円
  

 現金及び現金同等物の第３四半期

末残高と四半期貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 
現金及び預金 1,032,330千円

預入期間３か月超の
        定期預金 △244,843千円

現金及び現金同等物 787,486千円
  

 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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減

価償却額累計額及び第３四半期末

残高相当額 

 

有形固定資産

（工具器具及

び備品） 

（千円） 

合計 

（千円）

取得価額相

当額 5,040 5,040

減価償却累

計額相当額 756 756

第３四半期

末残高相当

額 4,284 4,284

(注）取得価額相当額は、未経過リ

ース料第３四半期末残高が有形固定

資産の第３四半期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 
 
②未経過リース料第３四半期末残高

相当額 
1年以内 1,008 千円

1年超 3,276 千円

合計 4,284 千円

(注）未経過リース料第３四半期末

残高相当額は、未経過リース料第３

四半期末残高が有形固定資産の第３

四半期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定し

ております。 
 
③支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 756 千円

減価償却費相当額 756 千円

④減価償却費相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 
・リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 
 

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。 
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(有価証券関係) 
前第３四半期会計期間末（平成 18 年 12 月 31 日） 
 時価評価されていない有価証券 

内容 四半期貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

 金融債 1,998

 
当第３四半期会計期間末（平成 19 年 12 月 31 日） 

  時価評価されていない有価証券 
内容 四半期貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 

 金融債 1,995

子会社株式及び関連関係株式で時価のあるものは、ありません。 
 

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３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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、特例

処理を適用しているため、該当事項

はありません。 

当第３四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。 
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(持分法損益等) 
前第３四半期会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 
 該当事項はありません。 

 
当第３四半期会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
 関連会社がないため記載しておりません。 
 
前事業年度会計期間(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３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 70,864円08銭
 

１株当たり純資産額 81,929円51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 8,768円49銭 

 

１株当たり四半期純利
益 9,106円34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 7,326円91銭 

 

潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益 8,859円52銭

 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 18,060円68銭

  
 （注）算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

項目 
前第３四半期会計期

間末 
(平成18年12月31日)

当第３四半期会計期
間末 

(平成19年12月31日) 

前事業年度末 
 

(平成19年3月31日)
四半期貸借対照表(貸借対照表)の純資産の部の合計額 
（千円） 1,200,471 1,601,885 1,446,256
普通株式に係る純資産額（千円） 1,200,153 1,601,885 1,446,256
差額の主な内訳（千円） 
 新株予約権 318 ─ ─

普通株式の発行済株式数（株） 16,936 19,552 19,512
普通株式の自己株式数（株） ─ ─ ─
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株） 16,936 19,552 19,512
  
  
２． 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３四半期会計期間
(自 平成18年４月１

日 
至 平成18年12月31

日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１

日 
至 平成19年12月31

日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１

日 
至 平成19年３月31

日) 
四半期損益計算書（損益計算書）上の四半
期(当期)純利益(千円) 144,618 177,819 356,842

普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) 144,618 177,819 356,842

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) 16,493 19,527 16,831

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）
純利益の算定に用いられた四半期（当期）
純利益調整額の主要な内訳（千円） 

― ― ―

四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）
純利益の算定に用いられた普通株式増加数
の主要な内訳（株） 

 

 新株引受権 2,449 ― 2,179
 新株予約権 796 544 748

普通株式増加数（株） 3,245 544 2,927

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期(当期)純利益の算定に含

まれなかった潜在株式の概要 

― ― ―
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(重要な後発事象) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 
 

  


