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１．平成20年10月期第１四半期の連結業績（平成19年11月１日　～　平成20年１月31日)

　　(注）平成19年10月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半

　　　　 期実績及び対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

(1）連結経営成績  

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10月期第１四半期 1,224 － 230 － 220 － 113 －

19年10月期第１四半期 － － － － － － － －

19年10月期 4,058 － 484 － 450 － 255 －

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10月期第１四半期 7,302 84 7,147 93

19年10月期第１四半期 － － － －

19年10月期 18,107 96 17,674 94

(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10月期第１四半期 4,300 1,043 24.3 67,113 07

19年10月期第１四半期 － － － － －

19年10月期 4,437 961 21.7 61,843 85

(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10月期第１四半期 147 △141 △143 362

19年10月期第１四半期 － － － －

19年10月期 △478 △202 672 498

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年10月期 － － 2,000 00 2,000 00

20年10月期（実績） － － － －

20年10月期（予想） － － 2,500 00 2,500 00

 （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
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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

(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、東京証券取引所の「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11月１日　～　平成20年１月31日）　　

 （注）平成19年10月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実績及

び対前年同四半期増減率の記載を省略しております。

(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10月期第１四半期 1,140 － 218 － 243 － 140 －

19年10月期第１四半期 － － － － － － － －

19年10月期 3,741 － 428 － 418 － 244 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年10月期第１四半期 9,046 14

19年10月期第１四半期 － －

19年10月期 17,308 44

(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10月期第１四半期 4,218 980 23.2 63,037 47

19年10月期第１四半期 － － － － －

19年10月期 4,312 871 20.2 56,024 94

６．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

　本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、発表日現在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。
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【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

 　当四半期連結会計期間(平成19年11月１日から平成20年１月31日)におけるわが国の経済は、原油をはじめとする原材

料価格高騰や米国の景気動向への懸念から企業収益の伸びが鈍化し、景気の先行きに不透明感が広がりました。

　不動産流通市場につきましては、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一部に現れておりますが、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

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2007年首都圏マンションマーケット調査によれば、供給戸数は前年対比18.1%減、初月成約率は同8.6%ダウンの69.7%

と、供給戸数の減少と売れ行きの鈍化が続いております。

　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、当四半期連結会計期間の業績として、売上高は

1,224,737千円、営業利益は230,262千円、経常利益は220,214千円、四半期純利益は113,559千円となりました。

 　※注　当社は平成19年10月期第１四半期の四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同期比の記載はして

おりません。

 

 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ました。

また、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と自社所有による賃貸を強化し、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616,043千円、営業利益は95,948千円となりました。

＜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）の取得に努めるとともに、購入物件の商品化（企画、

開発、販売）を進めました。当四半期連結会計期間に引渡した賃貸事業用自社開発物件は、千葉県内の２棟であります。

この結果、不動産開発販売事業の売上高は536,956千円、営業利益は166,354千円となりました。

＜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。この結果、不動産仲介コンサル事業の売上高は71,738千円、営業利益は25,532千円と

なりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 (1）財政状態に関する分析

　当社グループにおける財政状態の分析は以下のとおりであります。

①資産、負債及び純資産の状況

　当四半期連結会計期間末の総資産額は、前連結会計年度末より137,279千円減少して4,300,537千円になりました。流

動資産は272,992千円減少して、2,869,813千円となりました。流動資産の減少の主な要因は、販売用不動産の売却に伴

ないたな卸資産が135,045千円減少したこと、現金及び預金が136,842千円減少したことによるものであります。固定資

産は前連結会計年度末と比較して135,713千円増加の1,430,723千円となりました。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126,955千円増加したことであります。

　当四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して219,215千円減少して3,256,928千円となりまし

た。流動負債は同459,926千円減少して、1,077,078千円となりました。短期借入金が448,000千円減少したことが変動の

主たる要因であります。固定負債は、長期借入金が同240,963千円増加したことを要因として、240,710千円増加の

2,179,850千円となりました。

　当四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して81,936千円増加して1,043,608千円となりました。

純資産増加の要因は、四半期純利益を113,559千円計上したこと、株主配当を31,100千円行ったことによるものでありま

す。
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②キャッシュ・フロー

　当四半期連結会計期間末の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(平成19年10月末)対比

136,842千円減少し、残高は362,025千円となりました。当四半期連結会計期間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、増加した資金は147,865千円となりました。税金等調整前四半期純利益を221,554千円計上したこと、

たな卸資産の減少による収入が127,305千円あったこと、法人税等を131,891千円支払ったこと等が変動の主たる要因で

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、減少した資金は141,602千円となりました。これは、津田沼プロジェクト(仮称)を中心として、固定

資産取得のための支出を139,827千円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、減少した資金は143,105千円となりました。これは、当四半期連結会計期間において、短期借入金の

減少(純額)が448,000千円あったこと、長期借入の増加(純額)が335,994千円あったこと、配当金支払による減少が31,100

千円あったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当四半期連結会計期間の業績は計画どおり順調に推移しており、平成19年12月14日発表の連結業績予想に変更はあり

ません。

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）

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当四半期連結会計期間
（平成20年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   366,379   503,221  

２．営業未収入金   63,692   65,448  

３．たな卸資産 ※2  2,378,277   2,513,322  

４．その他   80,057   80,476  

貸倒引当金   △18,592   △19,661  

流動資産合計   2,869,813 66.7  3,142,806 70.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

(1）建物及び構築物 ※2 62,983   63,976   

(2）土地 ※2 811,727   811,727   

(3）建設仮勘定  268,159   141,204   

(4）その他  59,305 1,202,175  52,122 1,069,030  

２．無形固定資産   10,021   8,269  

３．投資その他の資産   218,525   217,709  

固定資産合計   1,430,723 33.3  1,295,009 29.2

資産合計   4,300,537 100.0  4,437,816 100.0
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当四半期連結会計期間
（平成20年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．営業未払金   40,874   130,134  

２．短期借入金 ※2  504,000   952,000  

３．１年以内返済予定長
期借入金

※2  188,960   93,929  

４．賞与引当金   8,834   19,860  

５．その他   334,409   341,080  

流動負債合計   1,077,078 25.0  1,537,004 34.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※2  1,702,744   1,461,780  

２．預り敷金   269,506   277,127  

３．預り保証金   207,600   200,231  

固定負債合計   2,179,850 50.7  1,939,139 43.7

負債合計   3,256,928 75.7  3,476,144 78.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   164,450 3.8  164,450 3.7

２．資本剰余金   63,300 1.5  63,300 1.4

３．利益剰余金   817,058 19.0  734,599 16.6

株主資本合計   1,044,808 24.3  962,349 21.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

  △1,199 △0.0  △677 △0.0

評価・換算差額等合計   △1,199 △0.0  △677 △0.0

純資産合計   1,043,608 24.3  961,671 21.7

負債純資産合計   4,300,537 100.0  4,437,816 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,224,737 100.0  4,058,120 100.0

Ⅱ　売上原価   837,613 68.4  2,935,439 72.3

売上総利益   387,123 31.6  1,122,680 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  156,860 12.8  638,163 15.7

営業利益   230,262 18.8  484,517 11.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  12   864   

２．受取配当金  －   0   

３．保険金収入  72   103   

４．その他  300 385 0.0 79 1,048 0.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  10,433 10,433 0.8 35,060 35,060 0.9

経常利益   220,214 18.0  450,504 11.1

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  1,340 1,340 0.1 1,162 1,162 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※2 － － － 256 256 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  221,554 18.1  451,410 11.1

法人税、住民税及び
事業税

※3 107,995   212,964   

法人税等調整額 ※3 － 107,995 8.8 △17,292 195,672 4.8

四半期（当期）純利
益

  113,559 9.3  255,738 6.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１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19年10月31日　残高（千円） 164,450 63,300 734,599 962,349

四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △31,100 △31,100

四半期純利益 － － 113,559 113,559

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

－ － － －

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

－ － 82,459 82,459

平成20年１月31日　残高（千円） 164,450 63,300 817,058 1,044,808

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19年10月31日　残高（千円） △677 961,671

四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － △31,100

四半期純利益 － 113,559

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

△522 △522

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△522 81,936

平成20年１月31日　残高（千円） △1,199 1,043,608
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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）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

   

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 221,554 451,410

減価償却費  10,583 29,493

貸倒引当金の減少
額

 △1,068 △2,962

賞与引当金の増減
（△減少）額

 △11,026 19,860

受取利息及び受取
配当金

 △12 △865

支払利息  10,433 35,060

固定資産除却損  － 256

営業債権の減少額  1,755 11,192

たな卸資産の増減
(△増加）額

 127,305 △856,048

営業債務の増減
（△減少）額

 △89,138 92,339

前受金の減少額  △3,452 △25,919

未払消費税等の増
減（△減少）額

 14,281 △14,964

預り敷金・保証金
の増減（△減少）
額

 △252 2,132

その他  9,589 △1,205

小計  290,551 △260,219

利息及び配当金の
受取額

 12 865

利息の支払額  △10,806 △34,569

法人税等の支払額  △131,891 △184,119

営業活動による
キャッシュ・フロー

 147,865 △478,042
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当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

   

有形固定資産の取
得による支出

 △139,827 △184,539

無形固定資産の取
得による支出

 － △2,500

敷金・保証金差入
による支出

 △1,600 △18,552

敷金・保証金返還
による収入

 500 6,590

その他  △675 △3,530

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △141,602 △202,531

    

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

   

短期借入金の純増
減(△減少）額

 △448,000 657,000

長期借入れによる
収入

 468,000 240,000

長期借入金の返済
による支出

 △132,005 △321,461

株式の発行による
収入

 － 96,600

配当金の支払額  △31,100 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △143,105 672,138

Ⅳ　現金及び現金同等物
の減少額

 △136,842 △8,436

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 498,868 507,304

Ⅵ　現金及び現金同等物
の四半期末（期末）
残高

 362,025 498,868
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(5）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
当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

連結子会社の四半期決算日は四半期

連結決算日と一致しております。 

 

 

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。 

 

 

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

　その他有価証券

　　時価のあるもの 

　　　四半期末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。 

(1）重要な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。 

 

②たな卸資産

　販売用不動産・仕掛販売用不動産 

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 

　　　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。　　　　 

　（追加情報）

　当四半期連結会計期間より、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資

産については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌連結会計年度

から５年間で均等償却する方法に

よっております。

　この変更による損益への影響は

軽微であります。

 

(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 

　　　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。　　　　 

 

 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 
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項目
当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

 ③長期前払費用

　　定額法　 

 

 

③長期前払費用

同左 

 

 

 (3）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。 

(3）重要な引当金の計上基準

　　①貸倒引当金

　　　　　　同左 

 　　②賞与引当金 

　従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当四半

期連結会計期間の負担額を計上

しております。

　　②賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるた

め、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。 

 (4）重要な繰延資産の処理方法

―

(4）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　　　支出時に全額費用処理してお

ります。  

 (5）その他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

　　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、

控徐対象外消費税及び地方消費

税は、当四半期連結会計期間の

費用として処理しております。

(5）その他連結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、

控徐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。 

５．四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、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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(6）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の変更

当四半期連結会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年１月31日）

前連結会計年度

 （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

計処理方法を採用した場合、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）

当四半期連結会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年１月31日）

前連結会計年度

 （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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(7）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当四半期連結会計期間
（平成20年１月31日）

前連結会計年度
（平成19年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 80,013千円  74,555千円

  

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

たな卸資産 1,611,167千円

土地 811,546千円

建物 31,618千円

計 2,454,331千円

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504,000千円、

１年以内返済予定長期借入金188,960千

円、長期借入金1,702,744千円の担保に

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。

（四半期連結損益計算書関係）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

役員報酬 24,920千円

給与手当 34,384千円

賞与引当金繰入額 9,325千円

地代家賃 21,777千円

業務委託費 9,807千円

貸倒引当金繰入額 539千円

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

役員報酬 96,075千円

給与手当 137,072千円

賞与引当金繰入額 19,860千円

地代家賃 86,516千円

業務委託費 40,546千円

貸倒引当金繰入額 545千円

※２　　　　　　　　― ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

 

車両運搬具 76千円

工具器具備品 179千円

計 256千円

※３　当四半期連結会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を適

用しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示して

おります。

 

※３　　　　　　　　―
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１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）

当四半期連結会計期
間増加株式数

（株）

当四半期連結会計期
間減少株式数

（株）

当四半期連結会計期
間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 15,550 － － 15,550

合計 15,550 － － 15,550

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

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

　　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20年1月30日
定時株主総会

普通株式 31,100 利益剰余金 2,000 平成19年10月31日 平成20年1月31日

 

前連結会計年度（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

　　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20年1月30日
定時株主総会

普通株式 31,100 利益剰余金 2,000 平成19年10月31日 平成20年1月31日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（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四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

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20年１月31日現在） （平成19年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 366,379千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△4,353千円

現金及び現金同等物 362,025千円

 

現金及び預金勘定 503,221千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△4,353千円

現金及び現金同等物 498,868千円
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（リース取引関係）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（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

　　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。

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当四半期連結会計期間
（平成20年１月31日）

前連結会計年度
（平成19年10月31日）

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 5,089 3,066 △2,023 5,089 3,948 △1,141

合計 5,089 3,066 △2,023 5,089 3,948 △1,141
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（デリバティブ取引関係）

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前連結会計年度（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。

　

（ストック・オプション等関係）

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前連結会計年度（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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(8）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 616,043 536,956 71,738 1,224,737 － 1,224,737

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,120 － － 1,120 △1,120 －

計 617,163 536,956 71,738 1,225,857 △1,120 1,224,737

営業費用 521,214 370,601 46,205 938,021 56,453 994,474

営業利益 95,948 166,354 25,532 287,836 △57,573 230,262

　（注）１．事業の区分の方法

　　　　　　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57,441千円であり、その主なもの

は役員報酬、経理等管理部門経費等であります。

 

前連結会計年度（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）

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

　（注）１．事業の区分の方法

　　　　　　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。
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【所在地別セグメント情報】

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年11

月１日　至　平成19年10月31日）

　本邦以外の国また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。

 

【海外売上高】

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（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 67,113円07銭

１株当たり四半期純利

益金額
7,302円84銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
7,147円93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

  

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
当四半期連結会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益（千円） 113,559 255,738

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
113,559 255,738

期中平均株式数（株） 15,550 14,123

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
  

四半期（当期）純利益調整額（千

円）
－ －

普通株式増加数（株） 337 346

（うちストックオプション） (337) (346)

（重要な後発事象）

 　　当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前連結会計年度（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。

㈱アールエイジ(3248) 平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 24 －



６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当四半期会計期間

（平成20年１月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  317,104   411,538   

２．営業未収入金  25,457   25,426   

３．たな卸資産 ※2 2,378,991   2,514,035   

４．その他  75,528   75,958   

　　貸倒引当金  △16,962   △16,691   

流動資産合計   2,780,119 65.9  3,010,267 69.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1       

(1）建物及び構築物 ※2 62,138   63,045   

(2）土地 ※2 811,727   811,727   

(3）建設仮勘定  268,159   141,204   

(4）その他  58,762   51,387   

有形固定資産合計  1,200,787   1,067,364   

２．無形固定資産  9,973   8,205   

３．投資その他の資産  227,894   227,041   

固定資産合計   1,438,655 34.1  1,302,610 30.2

資産合計   4,218,774 100.0  4,312,878 100.0
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当四半期会計期間

（平成20年１月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．営業未払金  12,999   114,146   

２．短期借入金 ※2 534,000   952,000   

３．1年以内返済予定長
期借入金

※2 188,960   93,929   

４．賞与引当金  7,860   18,000   

５．その他 ※3 314,871   324,474   

流動負債合計   1,058,691 25.1  1,502,550 34.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※2 1,702,744   1,461,780   

２．預り敷金  269,506   277,127   

３．預り保証金  207,600   200,231   

固定負債合計   2,179,850 51.7  1,939,139 45.0

負債合計   3,238,541 76.8  3,441,690 79.8

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   164,450 3.9  164,450 3.8

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  63,300   63,300   

資本剰余金合計   63,300 1.5  63,300 1.5

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  753,682   644,115   

利益剰余金合計   753,682 17.9  644,115 14.9

株主資本合計   981,432 23.3  871,865 20.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

  △1,199 △0.0  △677 △0.0

評価・換算差額等合計   △1,199 △0.0  △677 △0.0

純資産合計   980,232 23.2  871,187 20.2

負債純資産合計   4,218,774 100.0  4,312,878 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当四半期会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,140,005 100.0  3,741,799 100.0

Ⅱ　売上原価   782,966 68.7  2,745,166 73.4

売上総利益   357,039 31.3  996,633 26.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   138,538 12.2  568,552 15.2

営業利益   218,501 19.1  428,081 11.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  35,092 3.1  25,876 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※2  10,478 0.9  35,309 0.9

経常利益   243,114 21.3  418,648 11.2

Ⅵ　特別損失 ※3  ― ―  153 0.0

税引前四半期（当
期）純利益

  243,114 21.3  418,495 11.2

法人税、住民税及び
事業税

※4 102,447   191,740   

法人税等調整額 ※4 ― 102,447 9.0 △17,691 174,048 4.7

四半期（当期）純利
益

  140,667 12.3  244,447 6.5
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当四半期会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１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19年10月31日　残高
（千円）

164,450 63,300 644,115 871,865

四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △31,100 △31,100

四半期純利益 － － 140,667 140,667

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

－ － － －

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 109,567 109,567

平成20年１月31日　残高
（千円）

164,450 63,300 753,682 981,432

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19年10月31日　残高
（千円）

△677 871,187

四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当 － △31,100

四半期純利益 － 140,667

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

△522 △522

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△522 109,044

平成20年１月31日　残高
（千円）

△1,199 980,232
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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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(4）四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当四半期会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

　　子会社株式

　　　総平均法による原価法

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　四半期末日の市場価格等に

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。 

(1）有価証券

　　子会社株式 

　　　　　　同左

　　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）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。 

 

(2）たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動

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

　　　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

及び残存価格については法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

　（追加情報）

　当四半期会計期間より、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産に

ついては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌事業年度から５年

間で均等償却する方法によってお

ります。

　この変更による損益への影響は

軽微であります。 

 

(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

及び残存価格については法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

 

 (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 
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項目
当四半期会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

３．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。 

 

４．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備えるため、

支給見込額に基づき当四半期会計

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

　　従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき当事業年度の

負担額を計上しております。

５．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 

 

 

６．その他四半期財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっており、控徐対象

外消費税及び地方消費税は、当四半

期会計期間の費用として処理してお

ります。 

 

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。 
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(5）四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（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

間において当事業年度と同一の会計処理方法を

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）

当四半期会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年１月31日）

前事業年度

 （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について」（日本

公認会計士協会リサーチ・センター審理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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(6）四半期個別財務諸表に関する注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当四半期会計期間末
（平成20年１月31日）

前事業年度末
（平成19年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

 73,688千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

68,377千円 

 

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 

たな卸資産 1,611,167千円

土地 811,546千円

建物 31,618千円

計 2,454,331千円

たな卸資産 1,582,618千円

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504,000千円、

１年以内返済予定長期借入金188,960千円、

長期借入金1,702,744千円の担保に供して

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。

　 　

※３　消費税等の取扱い

　　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

※３　　　　　　　―

 

 

（四半期損益計算書関係）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　営業外収益の主要項目

　　　　関係会社受取配当金　　35,000千円 

 

※１　営業外収益の主要項目

　　　　関係会社受取配当金　　25,000千円 

 

※２　営業外費用の主要項目

　　　　支払利息　　　　　　　10,478千円 

 

※２　営業外費用の主要項目 

　　　　支払利息　　　　　　　35,309千円 

 

※３　　　　　　　―

 

 

※３　特別損失の主要項目　 

　　　　固定資産除却損　　　　　153千円　

　　　 

 

※４　当四半期会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用し

ているため、法人税等調整額は「法人税、

住民税及び事業税」に含めて表示しており

ます。

 

 

※４　　　　　　　― 

 

 

　５　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　　　　5,311千円 

　　　　無形固定資産　　　　　　494千円 

 

　５　減価償却実施額 

　　　　有形固定資産　　　　　13,808千円 

　　　　無形固定資産 　　　　　1,833千円

 

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当四半期会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前事業年度（自　平成18年11月１日　

至　平成19年10月31日）における該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（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

　　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。

 

同左

（有価証券関係）

当四半期会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日）及び前事業年度（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。
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（１株当たり情報）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（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 63,037円47銭

１株当たり四半期純利

益金額
9,046円14銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
8,854円25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

  

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 
当四半期会計期間

（自　平成19年11月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益（千円） 140,667 244,447

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
140,667 244,447

期中平均株式数（株） 15,550 14,123

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額
  

四半期（当期）純利益調整額（千

円）
― ―

普通株式増加数（株） 337 346

（うちストックオプション） (337) (346)

（重要な後発事象）

　　当四半期会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日)及び前事業年度（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。

 

㈱アールエイジ(3248) 平成 20 年 10 月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 36 －


