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1. 20年3月期の業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日）                 (百万円未満切捨て) 

(1) 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 ％

２０年３月期 8,983 6.3 827 11.7 534 △3.8 314 △11.8 

１９年３月期 8,452 35.0 740 48.8 555 46.1 356 53.4 

 

 
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 

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 ％ ％ ％

２０年３月期 16,108 90 15,697 60 19.7 4.6 9.2

１９年３月期 21,201 53 18,060 68 32.3 7.4 8.8
 

(参考) 持分法投資損益 20年3月期 ─百万円 19年3月期 ─百万円

(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 13,708 1,745 12.7 88,727 65 

１９年３月期 9,447 1,446 15.3 74,121 38 
 

(参考) 自己資本 20年3月期 1,745百万円 19年3月期 1,446百万円

(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 △3,082 △625 4,041 1,293 

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) 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

２０年３月期  ─  ─ ─ 1,250 00 1,250 00 24 7.8 1.5

１９年３月期  ─  ─ ─ 1,250 00 1,250 00 24 5.9 2.0

２１年３月期(予想)  ─  ─ ─ 1,250 00 1,250 00 ─ 7.8 ─

 

3. 21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)
 

 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

第２四半期累計期間 5,000 18.3 197 △49.0 15 △94.4 8 △ 94.9 406 67 

通 期 12,000 33.6 901 8.9 550 2.9 315 0.1 16,012 61 

 



                                                     

4. その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は、18から21ページ「重要な会計方針」及び「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

 

(2) 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) 20年３月期 19,672株 19年３月期 19,512株 

 ② 期末自己株式数 20年３月期 ─株 19年３月期 ─株 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

    上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、      

実際の業績は今後様々な要因によって、上記予想数値とは異なる場合があります。 

なお、上記業績予想の前提となる条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の１から７ページ

の「経営成績」をご参照ください。



 

1 

(添付資料) 

1.経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①（当期の経営成績） 

当事業年度における我が国経済は、当初米国の政策金利引き下げ、日銀の利上げ見送りなど、金融当局によ

る資金の流動性を高める政策が功を奏し、企業収益は引き続き好調を維持し、設備投資の増加や雇用環境の改

善が進み、回復基調を継続していると考えられておりました。しかしながら、秋以降顕著となった米国に端を

発するサブプライムローン問題においては、いまだに解決の糸口も見出せず、深刻の度合いが増し、金融市場

全般に信用収縮懸念として拡大し、株式市場の悪化、原油高による原材料価格の高騰により、先行きの不透明

感は払拭できない状況です。 

    当不動産業界におきましては、平成19年の東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城県）の住宅

地の地価公示は平均で5.5％上昇し、２年連続で上昇となり、商業地の地価公示は平均で12.2％上昇し、３年

連続で上昇となりました。（以上「国土交通省」発表） 

  平成19年の首都圏における新築マンション供給戸数は、61,021戸と前年（74,463戸）比18.1％減となりまし

たが、１戸当たりの平均価格は、4,644万円と前年比10.6％増と５年連続の上昇となりました。 

他方、平成19年の首都圏の中古マンションの成約件数は、28,667件（前年比3.5％減）で、３年ぶりに前年を

下回っています。成約平均価格は2,545万円（前年比10.9％上昇）で６年間連続で前年を上回っており、この６

年間で30％上昇したことになります。（以上「民間調査機関」調べ） 

   このような状況の中、当社におきましては、不動産販売事業の新築不動産では、デベロップメント業務にお

いて、新築マンションとして「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）17戸完売、「ラ・アトレ大宮土呂」（さいたま市北区）28戸、新築戸建てとして「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は、「田園調布ⅡPJ」「田園調布ⅢPJ」

（東京都大田区）完売、「浦和美園PJ」（さいたま市緑区）完売、「浦和区常磐PJ」（さいたま市浦和区）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）13戸完売、「インプレスト東浦

和」（埼玉県川口市）7戸を引渡すことで、売上高4,057百万円（前期比27.4％増）を達成し、再生不動産では、

リニューアルマンション販売業務においてリニューアルマンションを127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」（東京都北区）1棟を引き渡すことで、売上高4,064百万円（同11.3％減）と

なりました。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おいて取得した「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

ル販売業務において取得した「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）47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売上高は555百万円（同59.4％増）となりました。 

 この結果、当事業年度におきましては、売上高8,983百万円（前期比6.3％増）、営業利益827百万円（同11.7％

増）経常利益534百万円（同3.8％減）、当期純利益314百万円（同11.8％減）となりました。 

 

セグメント別売上高の概況                                 （単位：千円） 

セグメント 19年３月期 20年３月期  構成比 前年同期比 

不動産販売事業 7,766,840 8,121,075 90.4% 4.6%増

（新築不動産） (3,185,155) (4,057,041) (45.2%) 27.4%増

（再生不動産）  (4,581,685) (4,064,034) (45.2%)  11.3%減

不動産管理事業 348,655 555,752  6.2% 59.4%増

ゴルフ会員権事業 269,842 223,357 2.5% 17.2%減

その他事業 66,890 83,720 0.9% 25.2%増

合    計 8,452,229 8,983,906 100.0% 6.3%増
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②（次期の見通し） 

当社を取巻く環境といたしましては、サブプライムローン問題、株安、円高、原材料価格の高騰など景気の

先行きはまだまだ不透明であり、予断を許さない状況が続くものと思われます。 

このような情勢の中、当社の特徴である「脱・特化」型ビジネスのポートフォリオにより１つの事業領域に

特化せず、多様な商品創作を行うことで、リスクを分散し、安定成長を図ってまいります。 

また、内部統制、コンプライアンス体制の確立、経営基盤の強化に努め、「総合不動産価値再生企業」とし

ての地位を築いてまいります。 

平成21年3月期の当社の業績につきましては、売上高12,000百万円（前期比33.6％増）、営業利益901百万円

（同8.9％増）、経常利益550百万円（同2.9％増）、当期純利益315百万円（同0.1％増）を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

a．資産 

  資産合計は、前事業年度末に比べて4,261百万円増加（前期比45.1％増）し、13,708百万円となりました。

資産合計が増加した主な要因は、現預金が同398百万増加（同34.2％増）、販売用不動産の確保が順調に推

移したため、たな卸資産が同3,922百万円増加（同65.8％増）、安定収入を確保するための収益用不動産の

取得による有形固定資産が同494百万円増加（同32.6％増）し、受取手形が同540百万円減少したことなど

によります。 

 

   ｂ．負債 

負債合計は、前事業年度末に比べて3,961百万円増加（同49.5％増）し、11,963百万円となりました。負

債合計が増加した主な要因は、商品仕入れに伴うたな卸資産の増加による短期借入金が1,273百万円増加、

長期借入金が2,424百万円増加、社債が376百万円増加したことなどが挙げられます。 

 

   ｃ．純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ299百万円増加（同20.7％増）し、1,745百万円となりました。純資

産合計が増加した主な要因は、当期純利益の計上による利益剰余金が同290百万円増加したことなどにより

ます。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

   現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ333百万円増加（前期比34.7％増）し、1,293百万円となりまし

た。 

当事業年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

    営業活動による主な収入は、税引前当期純利益534百万円、売上債権の減少533百万円であります。 

また、主な支出としては、たな卸資産の増加3,922百万円があげられます。これらの結果、営業活動によ

るキャッシュ・フローは3,082百万円の減少となりました。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による主な収入は、定期預金の払戻しによる収入128百万円、積立預金の払戻しによる収入129

百万円です。また、主な支出としては、有形固定資産の取得による支出555百万円、定期預金の預入による

支出206百万円、積立預金の預入による支出111百万円となりました。これらの結果、投資活動によるキャ

ッシュ・フローは625百万円の減少となりました。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による主な収入は、長期借入による収入5,212百万円、短期借入金の増加1,273百万円によりま

す。また、主な支出としては、長期借入金の返済による支出2,787百万円です。これらの結果、財務活動に

よるキャッシュ・フローは4,041百万円の増加となりました。 
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  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 10.6  13.5  15.3  12.7 

時価ベースの自己資本比率（％） ―  ―  51.6  13.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ―  500.8  ―  ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―  6.27  ―  ― 

  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／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

1. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しております。 

2. 平成17年３月期及び平成18年３月期の時価ベースの自己資本比率は、未上場のため記載しておりません。 

3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

4. 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象にしています。 

また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

5. 算出の結果、数値がマイナスの場合及び算出不能の場合は、「―」で表記しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、配当については企業体質の強

化と将来の事業展開のため内部留保の充実に努めるとともに、業績に応じた配当を実施していくことを基本方

針としております。この方針に基づき、株主還元の充実を図るために平成20年３月期の期末配当に関しては、

１株当たり1,250円とさせていただきます。また、次期の配当額については、１株につき1,250円を予定してお

ります。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。 
 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資家の投資判

断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示しておりま

す。当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する

方針ですが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありま

せん。当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて慎重に検討の上で行われる必要がある

と考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信提出日（平成20年５月12日）現在にお

いて入手可能な情報から得られた当社の経営判断や予測に基づくものです。 
 

① 経済情勢等の変動について 
当社の主力事業である不動産販売事業は、購買者の需要動向に左右される傾向があります。購買者の需要動

向は景気・金利・地価等の動向や住宅税制等に影響を受けやすく、所得見通しの悪化、金利の上昇等があった

場合には、購買者の住宅購入意欲の減退につながり、販売期間の長期化や販売在庫の増大など、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
また、経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場合には 

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

② 競合の状況について 
 当社は、主力事業である不動産販売事業において様々な形態の不動産を仕入れ、多様な手法を用いて加工し、

間口の広い出口戦略を提供することで、他社との競合の回避に努めております。 
 しかしながら、当社の活動エリアである首都圏における競争は激化の状態にあり、大手デベロッパー等の競

合他社の参入状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
③ 不動産物件の引渡し時期等による業績の変動ついて 
 当社の不動産販売にかかる売上計上方法は、物件の売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡しを行っ

た時点で売上を計上する引渡基準によっております。そのため、物件の引渡し時期及び規模により、当社の四

半期ごとの業績に変動が生じる可能性があります。 
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④ 災害の発生及び地域偏在について 
地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災その他予想し得ない状況の発生により

引渡し時期が遅延した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
また、当社は１都３県を中心に事業展開をしているため、当該地域における災害、首都圏経済の悪化により、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑤ 不動産物件の仕入について 
 当社の主力事業である不動産販売事業においては、物件の仕入の成否が販売に直結するため、情報収集力を

強化し、収益性のある物件の確保に努める方針であります。しかしながら、不動産市況の変化、物件の取得競

争の激化等により優良な物件を仕入れることが困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
 
⑥ 外部業者への工事の委託について 
 当社は、不動産販売事業における建築工事、リニューアル・リノベーション等の工事を、当社基準に適合し

た外部業者を選定し委託しております。 
 さらに、厳選した外部業者に委託した場合においても、品質・工程管理のため当社社員が随時外部業者との

会議等に参加し、報告を受けるなど、当社の要求する品質、工期に合致するように確認作業を行っております。 
 しかしながら、工事現場における災害の発生、外部業者からの虚偽の報告、外部業者の倒産や契約不履行等、

当社が予期しない事態が発生し、工事の遅延や停止が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 
 
⑦ 在庫リスクについて 
 当社では事業の拡大に伴って、販売物件の増加に対応すべく商品の仕入を行っているため、たな卸資産は増

加しております。 
 当事業年度末現在では、販売用不動産及び仕掛不動産（たな卸資産）の総資産に占める割合は総資産の72.1％

を占めております。 
 不動産販売事業に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在庫リスクの排 
除に努めておりますが、販売状況が悪化して販売価格を下げた場合や、商品の仕入後において開発行為や販売

活動が長期化し、その間に土地価格等が下落した場合には、当社の業績及び資金繰りに影響を与える可能性が

あります。 
 
⑧ 有利子負債への依存について 
 当社の不動産販売事業における物件の仕入代金は、主として金融機関等からの借入によっております。その

ため、当事業年度末現在における当社の総資産額に占める有利子負債の比率は78.5％となっております。従っ

て、当社の経営成績は金利変動による影響を受けやすくなっております。当社は資金調達手段の多様化及び自

己資本の充実に努める予定でありますが、当面は、金利動向に著しい変化が生じた場合には当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 
 また、事業の拡大に合わせて資金需要は増して行くものと思われますが、現状では自己資金が必ずしも十分

でないため、外部からの資金調達が重要になります。資金調達に際しては、当社では特定の金融機関等に依存

することなく個別案件ごとに金融機関等に融資を打診しており、取引金融機関等は増加傾向にあり、融資枠も

徐々に拡大しております。しかしながら、何らかの理由により資金調達が予定通りに進まなかった場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 最近２年間の有利子負債の状況は以下の通りです。 

  （単位：千円、％）

平成19年３月期 平成20年３月期  

金額 比率 金額 比率 

有利子負債合計 6,694,714 70.8 10,768,690 78.5

 短期借入金 1,635,100 17.3 2,908,428 21.2

 １年内返済予定長期借入金 1,440,390 15.2 2,285,323 16.7

 長期借入金 3,327,724 35.2 4,907,438 35.8

 １年内返済予定社債 181,500 1.9 195,000 1.4

 社債 110,000 1.2 472,500 3.4

総資産額 9,447,639 100.0 13,708,713 100.0
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 ⑨ 借入金にかかる確約条項について 

  当社は、資金調達方法の一つとして金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借入を行っておりますが、これら

のうちには、経常損益が損失にならないこと等を確約する条項が付されているものがあります。万が一当社の

業績が悪化し、これらの条項に抵触し、借入金の返済や担保の差し入れ等を行わなければならない状況になっ

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 減損会計導入による影響について 

 当社は、平成18年３月期から減損会計を適用しております。今後の経済情勢の悪化等により事業用不動産の

収益性が低迷し、減損処理が必要となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑪ 法的規制について 
当社の属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、建設業法、建築士法、都市

計画法、建物の区分所有等に関する法律、マンション管理適正化法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、

金融商品取引法、不動産特定共同事業法、不動産投資顧問業登録規程等により、法的規制を受けております。

これらの法令が変更され、規制が強化された場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は、「宅地建物取引業法」に基づく免許、「建設業法」に基づく建設業の許可、「建築士法」に

基づく一級建築士事務所としての許可、「不動産投資顧問業登録規程」に基づく一般不動産投資顧問業の登録、

「金融商品取引法」に基づく第二種金融商品取引業の登録、「不動産特定共同事業法」に基づく不動産特定共

同事業の許可を受け事業を行っております。当社は当該許認可の対象となる法令等の遵守に努めておりますが、

将来何らかの法令違反となる事態が発生し、当社の許認可の取消や業務の一時停止処分等を受けた場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ａ．宅地建物取引業者免許 

  免許番号：東京都知事（5）第61248号 

  有効期間：平成19年5月18日から平成24年5月17日まで 

ｂ．一般建設業の許可 

  許可番号：東京都知事 許可（般―16）第111810号 

  有効期間：平成16年9月16日から平成21年9月15日まで 

  建設業の種類：内装仕上工事業 

許可番号：東京都知事 許可（般―19）第111810号 

  有効期間：平成19年11月5日から平成24年11月4日まで 

  建設業の種類：建築工事業、大工工事業、屋根工事業、 

タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業 

ｃ．建築士事務所の登録 

  登録番号：東京都知事登録 第47594号 

  登録年月日：平成19年6月1日 

  登録有効期限：平成24年6月1日 

  建築士事務所名称：株式会社ラ・アトレ一級建築士事務所 

ｄ．一般不動産投資顧問業の登録 

  登録番号：一般―第853号 

  種類：一般不動産投資顧問業 

  登録有効期間：平成18年5月10日から平成23年5月9日まで 

ｅ．第二種金融商品取引業の登録 

  登録年月日：平成19年9月30日 

  登録番号：関東財務局長（金商）第1643号 

ｆ．不動産特定共同事業の許可 

  許可年月日：平成20年1月15日 

  許可番号：東京都知事 第79号 
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⑫ アスベスト対策について 
 当社は、再生不動産売上部門における物件を購入する場合には、アスベストの使用の有無について調査を行

い、アスベストが使用されていた場合、その飛散防止の対策を講じる他、建物を解体する場合には飛散防止の 
みならず、廃アスベストの処理を適正に行い、購買者及び近隣住民等の健康被害の抑制に努める方針でありま

す。 
 しかしながら、当社が予期しない形でアスベストの使用が発覚し、その処置のための費用負担が発生した場

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 また、アスベスト以外にも身体に害を与えるとされる建築材料が将来新たに指定され、それらの処理義務が

当社に課せられた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
  ⑬ 土壌汚染等の対策について 
 当社は、事業用地を仕入れる場合には、土壌汚染・地中埋設物等による建築スケジュールへの影響を回避す

るために、調査を必須とし、原則的に用地仕入時の売買契約において土壌汚染費用等を売主負担としておりま

す。しかしながら、使用履歴や事前調査上は問題ない土地であっても、購入後または分譲後に近隣地域から土

壌汚染物質が流入するなど土壌汚染問題が発生し、または、新たな汚染物質が指定される等、当社が予期しな

い形で土壌汚染対策が求められた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑭ 個人情報の保護について 
 当社は、事業活動を通じて個人情報を取得している他、当社の役職員に関する個人情報を有しております。 
 当社においては、「プライバシー・ポリシー」を顧客に対して配布するほか、ホームページ上にも掲載して

おります。また、随時社員に対する個人情報保護の徹底を指示しており、個人情報の取り扱いには細心の注意

を払っております。 
 しかしながら、将来何らかの理由により個人情報が当社から漏洩し、当社が適切な対応を行えず、当社の信

用力が失墜し、または損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑮ 訴訟等の可能性について 
 当社は、現時点において業績に重要な影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、

当社が販売、施工、管理する不動産物件において、瑕疵等の発生、または工事期間中における近隣からの騒音

クレーム等の発生があった場合、これらに起因する訴訟その他の請求が発生する可能性があります。これらの

訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑯ 組織体制について 

 当社は、提出日現在、役員及び従業員合計が82名となっております。平成20年４月より内部管理体制の強化

を行うため組織体制の変更を行いました。今後も当社の事業規模の拡大に合わせて人員の確保を図るとともに、

それに併せて内部管理体制の強化・充実に努める方針であります。しかしながら、組織の拡大に対応した内部

管理体制を構築することができなかった場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
 
⑰ 特定人物への依存について 

当社は、創業以来現在に至るまで代表取締役である岡本英の経営判断・発想などに大きく依存しております。 
当社は、同人に依存しない組織的な経営体制を構築すべく、組織体制を整備するよう努めておりますが、そ

のような体制が構築される前に同人が何らかの理由により当社経営者としての業務を遂行できなくなった場合

には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
 

⑱ 人材の育成・確保について 
当社の主力事業である不動産販売事業においては、その事業活動において複雑な権利調整や近隣対策などの

特殊的な技能が要求される場合があります。当社は組織的に蓄積したノウハウをもって既存社員各人の能力を

向上させるとともに、外部から優秀な人材を確保することで、より効率的な事業運営の実現に努める方針であ

ります。しかしながら、これらの人材の育成・確保が予定通りに進まない場合には、当社の業績及び今後の事

業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑲ 新株予約権の権利行使による株式価値の希薄化について 

 当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に従い、平成15年６月23日開催の定時株主総会決

議並びに平成15年12月17日及び平成16年３月15日開催の取締役会決議に基づき、当社取締役、監査役、並びに

従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対して新株予約権を付与しております。 
 この新株予約権が権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があります。平成

20年４月30日現在、この新株予約権による潜在株式数は616株であり、平成20年４月30日現在の発行済株式総数

19,672株の3.1％に相当しております。 
  
⑳ 「構造計算書の偽装問題」への対応について 

当社で今までに取り扱っている物件で国土交通省のホームページの「姉歯元一級建築士による構造計算書の

偽装があった物件等（平成20年3月24日現在）」において発表された、報道発表資料に記載された物件に該当す

るものはありません。 

 当社では、平成17年にそれまでに分譲済及び分譲中の全ての自社開発物件について第三者による構造計算書

のチェックを行い、その結果構造計算書に問題がないことを確認しました。 

 また、平成18年以降に関しましても、指定検査機関による建築確認審査及び住宅性能評価機関による住宅性

能評価を取得しています。他に、「住宅性能保証制度」の加盟業者になり、建築中から専門の検査員によるチ

ェックを受けており、二重のチェック体制を図っております。 

  再生不動産物件については、構造偽装等によるリーガルリスクを、当社独自の物件調査体制により軽減して

います。 

 しかしながら「構造計算書の偽装問題」は、社会問題となっているため、これらが拡大、深刻化することに

より、不動産業界に対する不信感を助長し、購買者の購入意欲の低下を招く結果となった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、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、それに基づき必要な対策を随時

実施する方針でありますが、その内容によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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2.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社（株式会社ラ・アトレ）、子会社２社により構成されており、再生不動産事業、新築

不動産事業及び不動産管理事業等を行っております。以下に記載の子会社２社につきましては、平成20年３月期

より取組んでいる不動産証券化事業を行う目的で設立されたものであります。なお、本決算短信提出日現在で、

活動実績が無いため連結対象にしておりません。 

 子会社：Ｌ．Ａ．ＯＮＥ有限責任事業組合 

     Ｌ．Ａ．ＯＮＥ有限責任中間法人 

 

3.経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 （企業理念） 

私たちは多くの人々により支えられて存在している社会の一員であることを自覚し、それらの人々との日々

の出会いを通して“魅力ある価値”を創造します。 

そして、たゆみない質の向上と地球環境との共生をベースに、社会のニーズを先取りした“魅力ある商品・

サービス”を創作し、多くの人々の豊かな魅力ある社会の実現に貢献します。 

 

  （経営理念） 

１．既成の経営理念にとらわれず、新しい時代の新しい経済環境に即応し斬新で革命的な経営を考えることに

より社員の叡智と創造力を高め、もって自由闊達な社風作りと安定した成長を図るとともに社会との共存共

栄を目指す。 

２．“住まいは人の心を創り人の生活を創る”ことを常に意識し、住まいの本来の機能性や居住性の追求はも

ちろんのこと、地域社会や環境と調和し、時代や流行の変化を先取りする洗練された魅力的な商品を提供す

ることにより、お客様のご要望に適確にお応えする経営を目指す。 

３．地域社会の生活を尊重したクリーンでフェアーな企業活動を通じて、“心豊かになるような住まい”を提

供することにより、地域の住環境創りに寄与する経営を目指す。 

４．共に働く人々が、努力と研鑽を重ねることによって自分の能力を最大限に発揮することができ、生き生き

と輝き夢のある楽しい人生を送れるような職場環境作りを目指す。 

５．“お客様の満足度と社員の意欲が企業を支えるものである”ことを念頭に、利益の適切な還元を図ること

によって社会との調和のある経営を目指す。 

 

 (2) 目標とする経営指標 

 当社では、目標とする経営指標として、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本比率を重視するとと

もに、株主価値の向上のために株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として位置づけております。 

 

 (3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、創業時から、一つの事業に特化してナンバーワンを目指すのではなく、リスクを分散しながら成長

し、オンリーワン企業になることを目指し、一つの分野に特化しない「“脱・特化”型ビジネスポートフォリ

オ」による収益の多様化を確立してきました。当社が手がける不動産再生事業は、既存の住宅をリニューアル・

リノベーションし魅力的な商品に再生する事業で、「住生活基本法」の求める良質な住宅ストックの形成、住

宅市場の環境整備に貢献するものです。また、新築不動産事業でも、ドミナント戦略のもと、世帯や世代に応

じた多様な商品開発実績、ISO9001導入による品質管理や住宅性能表示・住宅性能保証制度の取り組みによる良

質な商品供給に努めてまいりました。「住生活基本法」による住宅政策の転換は、当社の新築不動産事業を強

力に後押しするものです。 

中期経営計画事業方針としては、「数値目標の達成」と事業拡大に対応する人材の育成と経営管理体制の一

層の向上による「経営基盤の強化」の実現です。まず、「数値目標の達成」をするために、現在の事業ポート

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、不動産証券化事業、ゴルフ会員権事業）の拡

大を行い、新たな事業分野として建物管理、建築事業分野への進出を行います。 

そして、「経営基盤の強化」を進めるために、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの重要性、そ

して、多くの人々（ステークホルダー）と社会や自然環境に支えられて存在していることを常に認識し、人材

の育成・登用、内部統制の強化、CSRへの取り組みにより「経営基盤の強化」を図ることで、21世紀を代表する

総合不動産価値再生企業を目指します。 
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 (4) 会社の対処すべき課題 

   （事業別戦略と課題） 

   ① 不動産販売部門 

     不動産販売事業においては、仕入から管理・販売まで全体を通じての商品の質の向上と、リーガル面で

の質の向上を図ります。 

    ａ．新築不動産部門 

     新築不動産部門において、単身者、ディンクス、ファミリー、シニアといった様々なターゲットに、ド

ミナント戦略により最適な商品を供給します。 

     具体的には、デベロップメント事業、ランドプロジェクト事業においては、エリア・ターゲットを絞り、

売上高で10億円以下の回転の速い良質物件を手掛けます。新築マンション販売事業については、他社から

良質の物件が出ており、仕入・販売体制を強化します。 

     また、住宅政策が「量」から「質」へと転換された我が国において、ISOの品質マネジメントシステム等

により品質の向上に取り組みます。 

ｂ．再生不動産部門 

     再生不動産部門は、既存事業のコア部門であり、仕入から販売までを短期間で行うとともに、ファンド、

SPC等からのバルク買い等による仕入れを通じて更なるニーズの獲得を目指します。 

     また、「住生活基本法」、「循環型社会形成推進基本法」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」等

の法律が目指す持続可能な社会・循環型社会は、当社が再生不動産事業として行ってきたリニューアルマ

ンション販売、リノベーション分譲、インベストメントプロジェクトを後押しするものであり、今まで以

上にエリア・利便性の選別力、商品企画力を向上を図ります。 

     具体的には、上記再生不動産事業のパイオニアとして、販売時の情報からフィードバックを行うことで

出口を見据えた物件調査をして仕入を行い、質の高い業者の選定等により企画・デザイン・施工までの管

理体制を強化するとともに、更なる販売力の向上に努めます。 

 

   ② 不動産管理部門 

     自社保有不動産（収益用固定資産）の賃料収入、インベストメントプロジェクト（販売用不動産）の賃

料収入、サブリース、集金代行によるフィービジネスは、安定した収益源であり、今後も優良な収益用固

定資産の取得、インベストメントプロジェクト仕入による賃料収入の増加を図ります。 

     加えて、リーシング力を強化、入退去時の原状回復工事の質向上・効率化、業務全体の効率化、建物デ

ューデリデンス・維持管理能力の向上を図ります。 

 

③ ゴルフ会員権部門 

     少数精鋭による確実な成長により数値目標を必達するとともに、顧客向けに不動産特定共同事業の募集

活動を効率的に行います。 

 

④ 不動産証券化部門 

     不動産の証券化事業は有力な資金調達手段になるものであり、不動産特定共同事業第1号を募集、顧客管

理、財務経理処理まで全社的取り組みとして成功させる。さらに物件の仕入れ、募集、顧客管理、財務経

理処理までを改善し、第2号を計画的に事業化します。 

 

   ⑤ 管理部門 

     総務部については、内部統制の要として、指導・助言を行う。また、IR広報業務、IT関連の対応、Pマー

クの認証取得を進めます。 

     経理財務部については、適時開示情報の適正化はもとより、J-SOXへの対応による財務報告の信頼性の確

保のための内部統制の構築を図るとともに、多様な資金調達手段の確立を行います。 

     内部監査室については、今まで以上に、会社業務の適正な運営、改善、能率の増進、財産の保全、不正・

過誤の予防に努める。さらに、三様監査の実施や、監査能力のアップを図ります。 

     経営企画戦略部については、人材の育成、人材募集窓口の多様化を図る。中期経営計画に基づく方針の

実施、法務に関する業務の充実、事業活動に関する情報収集・分析等を通じ経営戦略を図ります。 

 

 (5) その他、会社の経営の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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4.財務諸表 

(1) 貸借対照表 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※1 1,165,571 1,563,907   398,336

 ２ 受取手形  540,000 -   △ 540,000

 ３ 売掛金  4,892 11,519   6,626

 ４ 有価証券  1,999 1,997   △ 1

 ５ 販売用不動産 ※1 3,934,144 8,452,797   4,518,652

 ６ 商品  16,039 160   △ 15,879

 ７ 仕掛不動産 ※1 2,014,329 1,434,414   △ 579,914

 ８ 前渡金  83,995 5,200   △ 78,795

 ９ 前払費用  68,171 95,223   27,052

 10 繰延税金資産  9,974 11,881   1,907

 11 その他  10,329 12,360   2,031

   貸倒引当金  △ 237 △ 700   △ 462

   流動資産合計  7,849,210 83.1 11,588,763 84.5  3,739,552

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※1 623,003 1,041,303  418,300 

    減価償却累計額  △29,499 593,504 △ 58,336 982,967  △ 28,837 389,463

  (2) 構築物  350 350  ─ 

    減価償却累計額  △130 219 △ 166 183  △ 35 △ 35

  (3) 工具器具及び備品  1,482 1,482  ─ 

    減価償却累計額  △473 1,008 △ 732 749  △ 258 △ 258

  (4) 土地 ※1 922,141 1,027,745   105,603

   有形固定資産合計  1,516,873 16.1 2,011,646 14.7  494,772

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  2,238 1,537   △ 701

  (2) その他  197 197   ─

   無形固定資産合計  2,435 0.0 1,734 0.0  △ 701

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 出資金  2,680 7,732   5,052

  (2) 関係会社出資金  ─ 4,100   4,100

  (3) 長期貸付金  297 923   625

  (4) 破産更生債権  3,939 ─   △ 3,939

  (5) 長期前払費用  30,224 23,514   △ 6,710

  (6) 繰延税金資産  9,836 10,644   807

  (7) 長期性預金  15,600 10,600   △ 5,000

  (8) その他  20,481 39,244   18,762

   貸倒引当金  △ 3,939 ─   3,939

   投資その他の資産合計  79,120 0.8 96,759 0.7  17,638

   固定資産合計  1,598,429 16.9 2,110,139 15.4  511,710

Ⅲ 繰延資産    

社債発行費  ─ 9,810   9,810

繰延資産合計  ─ ─ 9,810 0.1  9,810

   資産合計  9,447,639 100.0 13,708,713 100.0  4,261,073
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形  714,656 410,602   △ 304,053

 ２ 買掛金  69,385 161,851   92,465

 ３ 短期借入金 ※1 1,635,100 2,908,428   1,273,328

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 

※1 1,440,390 2,285,323   844,933

 ５ 1年以内償還予定社債 ※1 181,500 195,000   13,500

 ６ 未払金  81,458 62,732   △ 18,726

 ７ 未払費用  34,280 52,064   17,783

 ８ 未払法人税等  108,889 113,350   4,461

 ９ 未払消費税等  ― 23,685   23,685

 10 前受金  12,680 8,201   △ 4,479

 11 預り金  9,036 17,991   8,955

 12 前受収益  29,449 45,354   15,905

 13 賞与引当金  3,200 6,000   2,800

 14 その他  8 515   507

   流動負債合計  4,320,035 45.7 6,291,101 45.9  1,971,065

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債 ※1 110,000 472,500   362,500

 ２ 長期借入金 ※1 3,327,724 4,907,438   1,579,713

 ３ 退職給付引当金  19,034 18,963   △ 70

 ４ 預り敷金保証金  224,588 273,259   48,670

   固定負債合計  3,681,347 39.0 5,672,161 41.4  1,990,814

   負債合計  8,001,383 84.7 11,963,263 87.3  3,961,879
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  315,115 3.3 319,515 2.3  4,400

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  259,413 263,813  4,400 

    資本剰余金合計  259,413 2.8 263,813 1.9  4,400

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  871,727 1,162,121  290,393 

    利益剰余金合計  871,727 9.2 1,162,121 8.5  290,393

   株主資本合計  1,446,256 15.3 1,745,450 12.7  299,193

   純資産合計  1,446,256 15.3 1,745,450 12.7  299,193

   負債純資産合計  9,447,639 100.0 13,708,713 100.0  4,261,073

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

(2) 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日   
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日   
 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高    

 １ 新築物件売上高  3,185,155 4,057,041  871,885 

 ２ 再生不動産売上高  4,581,685 4,064,034  △ 517,651 

 ３ 不動産管理売上高  348,655 555,752  207,096 

 ４ ゴルフ会員権売上高  269,842 223,357  △ 46,485 

 ５ その他売上高  66,890 8,452,229 100.0 83,720 8,983,906 100.0 16,830 531,676

Ⅱ 売上原価    

 １ 新築物件売上原価  2,610,402 3,240,277  629,875 

 ２ 再生不動産売上原価  3,784,915 3,388,180  △ 396,735 

 ３ 不動産管理売上原価  179,974 225,824  45,248 

 ４ ゴルフ会員権売上原価  234,379 205,168  △ 29,211 

 ５ その他売上原価  39,624 6,849,295 81.0 53,694 7,113,144 79.2 14,671 263,848

   売上総利益  1,602,933 19.0 1,870,761 20.8  267,827

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 862,460 10.2 1,043,544 11.6  181,084

   営業利益  740,473 8.8 827,216 9.2  86,743

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  781 2,280  1,498 

 ２ 受取配当金  64 74  10 

 ３ 受取補償金  ─ 2,085  2,085 

 ４ 雑収入  931 1,777 0.0 962 5,402 0.1 31 3,625

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  118,574 226,280  107,705 

 ２ 社債利息  3,783 12,921  9,137 

 ３ 株式交付費  5,278 222  △ 5,056 

 ４ 株式公開費用  15,958 ─  △ 15,958 

 ５ 社債発行費  12,218 7,590  △ 4,628 

 ６ 支払手数料  30,572 51,215  20,643 

 ７ 雑損失  631 187,017 2.2 ─ 298,230 3.4 △ 631 111,212

   経常利益  555,232 6.6 534,389 5.9  △ 20,843

Ⅵ 特別利益    

 １ 違約金  6,809 ─  △ 6,809 

 ２ 固定資産売却益 ※2 50,708 57,518 0.7 ─ ─ ─ △ 50,708 △ 57,518

Ⅶ 特別損失    

 １ 貸倒引当金繰入額  3,661 ─  △ 3,661 

 ２ 減損損失 ※3 2,230 5,892 0.1 ─ ─ ─ △ 2,230 △ 5,892

   税引前当期純利益  606,859 7.2 534,389 5.9  △ 72,469

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 252,566 222,320  △ 30,246 

   法人税等調整額  △ 2,550 250,016 3.0 △ 2,714 219,605 2.4 △ 164 △ 30,410

   当期純利益  356,842 4.2 314,783 3.5  △ 42,058
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売上原価明細書 

ａ 新築物件売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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（％） 

Ⅰ 不動産取得費  1,316,549 50.4 1,950,009 60.2

Ⅱ 外注費  1,263,743 48.4 1,235,563 38.1

Ⅲ 経費  30,109 1.2 54,704 1.7

新築物件売上原価  2,610,402 100.0 3,240,277 100.0

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

ｂ 再生不動産売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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（％） 

Ⅰ 不動産取得費  3,381,647 89.4 2,954,659 87.2

Ⅱ 外注費  281,073 7.4 320,521 9.5

Ⅲ 経費  122,195 3.2 112,999 3.3

再生不動産売上原価  3,784,915 100.0 3,388,180 100.0

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

ｃ 不動産管理売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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（％） 

Ⅰ 賃借料  160,131 89.0 150,939 66.8

Ⅱ 減価償却費  14,666 8.1 27,027 12.0

Ⅲ その他  5,176 2.9 47,856 21.2

不動産管理売上原価  179,974 100.0 225,824 100.0

 

 

ｄ ゴルフ会員権売上原価    

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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（％） 

商品仕入高  234,379 100.0 205,168 100.0

ゴルフ会員権売上原価  234,379 100.0 205,168 100.0

 

 

ｅ その他売上原価      

  

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20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（％） 

Ⅰ 外注費  34,068 86.0 29,248 54.5

Ⅱ 経費  5,556 14.0 24,446 45.5

その他売上原価  39,624 100.0 53,694 100.0
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(3) 株主資本等変動計算書 

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 (注) ─ ─ △ 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

（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。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 
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

事業年度中の変動額  

 新株の発行 4,400 4,400 ─ 8,800 8,800

 剰余金の配当 ─ ─ △24,390 △24,390 △24,390

 当期純利益 ─ ─ 314,783 314,783 314,783

 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) 4,400 4,400 290,393 299,193 299,193

平成20年３月31日残高(千円) 319,515 263,813 1,162,121 1,745,450 1,745,450
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

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 税引前当期純利益  606,859 534,389 △ 72,469

 ２ 減価償却費  16,664 30,352 13,687

 ３ 減損損失  2,230 ― △ 2,230

 ４ 貸倒引当金の増減額  3,879 △3,477 △ 7,357

 ５ 退職給付引当金の増減額  2,158 △ 70 △ 2,229

 ６ 賞与引当金の増減額  1,633 2,800 1,166

 ７ 受取利息及び受取配当金  △ 845 △ 2,354 △ 1,508

 ８ 支払利息  118,574 226,280 107,705

 ９ 社債利息  3,783 12,921 9,137

 10 支払手数料  ― 33,025 33,025

 11 固定資産売却益  △ 50,708 ― 50,708

 12 株式交付費  5,278 222 △ 5,056

 13 社債発行費  12,218 7,590 △ 4,628

 14 売上債権の増減額  △ 539,296 533,373 1,072,670

 15 たな卸資産の増減額  △ 2,421,029 △ 3,922,858 △ 1,501,829

 16 仕入債務の増減額  △ 5,915 △ 211,588 △ 205,672

 17 未払消費税等の増減額  △ 12,894 30,503 43,398

 18 その他  △ 103,852 151,370 255,222

    小計  △ 2,361,261 △ 2,577,520 △ 216,259

 19 利息及び配当金の受取額  781 2,354 1,572

 20 利息の支払額  △ 120,327 △ 246,498 △ 126,171

 21 支払手数料の支払額  ― △ 41,964 △41,964

 22 法人税等の支払額  △ 265,592 △ 218,514 47,077

 営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 2,746,399 △ 3,082,143 △ 335,744

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  △ 128,053 △ 206,235 △ 78,181

 ２ 定期預金の払戻による収入  116,033 128,071 12,037

 ３ 積立預金の預入による支出  △ 89,023 △ 111,608 △ 22,585

 ４ 積立預金の払戻による収入  105,522 129,571 24,048

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △ 1,086,699 △ 555,660 531,038

 ６ 有形固定資産の売却による収入  287,808 ― △ 287,808

 ７ 貸付けによる支出  △ 300 △ 1,500 △ 1,200

 ８ 貸付金の回収による収入  12,134 816 △ 11,318

 ９ 出資金による支出  ― △ 5,052 △5,052

 10 関係会社出資金による支出  ― △ 4,100 △ 4,100

 11 長期前払費用の取得による支出  △ 25,877 ― 25,877

 12 その他  120 △ 292 △ 413

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 808,334 △ 625,991 182,343
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日  
 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の純増減額  701,300 1,273,328 572,028

 ２ 長期借入れによる収入  4,502,500 5,212,100 709,600

 ３ 長期借入金の返済による支出  △ 2,229,705 △ 2,787,452 △ 557,747

 ４ 社債の発行による収入  157,781 582,598 424,817

 ５ 社債の償還による支出  △ 28,500 △ 224,000 △ 195,500

 ６ 株式の発行による収入  323,001 8,577 △ 314,423

 ７ 配当金の支払額  △ 3,912 △ 23,882 △ 19,970

 財務活動によるキャッシュ・フロー  3,422,465 4,041,269 618,804

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △ 132,268 333,134 465,402

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,092,281 960,013 △ 132,268

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  960,013 1,293,148 333,134
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(5) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

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 

その他有価証券 

時価のないもの 

同 左 

 

２ デリバティブ取引により生

じる正味の債権(及び債務)

の評価基準及び評価方法 

時価法 ─ 

 

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

 

販売用不動産、商品及び仕掛不動産 

個別法に基づく原価法 

販売用不動産、商品及び仕掛不動産 

同 左 

４ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法 

  (ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物については、定額法を採用して

おります。) 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

   建物       10年～40年 

   構築物      13年 

   工具器具及び備品  3年～20年 

(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。 

  （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％に到達した会計年度

の翌会計年度より、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 

 (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 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

５ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 

  支出時に全額費用処理しております。 

 

(2) 社債発行費 

  支出時に全額費用処理しております。 

(1) 株式交付費 

同 左 

 

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。但

し、不動産購入資金を社債発行によって、

調達する場合においては、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。 

  （追加情報） 

 当事業年度において、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、9,810千円減少し、「経常利益」

及び「税引前当期純利益」は同額増加して

おります。 

６ 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 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支出に備えるため、将来

の支給見込額のうち当期の負担額を計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

 (3) 退職給付引当金 

  当期末において従業員が自己都合によ

り退職した場合の要支給額の100％を計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

７ 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 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。な

お、特例処理の要件を満たしている場合

は、特例処理を適用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 金利スワップ 

  ヘッジ対象 借入金利息 

(3) ヘッジ方針 

  金利の低減のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

(1) ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

  

(3) ヘッジ方針 

同 左 

     

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

        

  

９ キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求

払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資でありま

す。 

 

同 左 

10 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。 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜き方式によっ

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。 

 なお、固定資産に係る控除対象外消費税

等は、投資その他の資産「その他」に計上

し、5年間で均等償却を行っております。 
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(6) 重要な会計方針の変更 

(会計処理の変更) 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基

準第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企

業会計基準適用指針第8号）を適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は1,446,256千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。 

─ 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年8月11日 実務対応報告第

19号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

・損益計算書 

 前事業年度において、営業外費用で表示しておりました「新

株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」として表示して

おります。 

・キャッシュ・フロー計算書 

 前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローに

表示しておりました「新株発行費」は、当事業年度より「株式

交付費」として表示しております。 

─ 

（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、当事

業年度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11,266千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益が同額減少しております。 
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(7) 財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成19年３月31日) 

当事業年度 
(平成20年３月31日) 

※１ 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

販売用不動産 3,669,723千円

仕掛不動産 2,014,329千円

建物 581,858千円

土地 922,141千円

計 7,208,082千円

  

※１ 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 20,066千円

販売用不動産 8,004,766千円

仕掛不動産 1,434,414千円

建物 969,112千円

土地 1,025,102千円

計 11,453,461千円

  

 (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
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 2,758,428千円

１年以内返済予定長期借入金 2,278,183千円

長期借入金 4,881,238千円

1年以内償還予定社債(銀行保証付
無担保社債） 

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 6,477千円

計 10,161,827千円
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※1 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 142,783千円

広告宣伝費 139,523千円

役員報酬 81,432千円

従業員給与手当 253,098千円

賞与引当金繰入額 3,200千円

手数料 44,956千円

減価償却費 2,382千円

賃借料 34,808千円

おおよその割合 

 販売費 33％

 一般管理費 67％

  

※1 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 165,369千円

広告宣伝費 175,382千円

役員報酬 84,258千円

従業員給与手当 297,018千円

賞与引当金繰入額 6,000千円

手数料 60,544千円

減価償却費 3,324千円

賃借料 40,743千円

おおよその割合 

 販売費 33％ 

 一般管理費 67％ 

  

※2 固定資産売却益は、全て建物、工具器具備品及び土地の売

却に係るものであります。 

※2                     ─ 

※3 減損損失 

以下の資産について減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

遊休 電話加入権 東京都港区
 

※3                   ─ 

主に事業の種類を基準に資産のグルーピングを実施して

おります。遊休資産に関しては、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額2,230千円を減損損失として特別

損失に計上しております。 

（減損損失の認識に至った経緯） 

   遊休資産であったため、減損損失を認識しております。

（回収可能額の算定方法） 

   回収可能価額は正味売却価額（取引事例価額）により、

 評価しております。  
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(株主資本等変動計算書関係) 

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動事由の概要 

    第1回新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 

   

 

４ 配当に関する事項 
 （1） 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 3,912 250 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

 

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
 配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 24,390 1,250 平成19年3月31日 平成19年6月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 
当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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) 19,512 160 ─ 19,672
 

（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    160株 
   

 

２ 自己株式に関する事項 
   該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 
 該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 
 （1） 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
    （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 

 

 （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20年6月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 24,590 1,250 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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
  

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 1,563,907千円

預入期間３か月超の定期預金 △270,759千円

現金及び現金同等物 1,293,148千円
 

 

(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 

 工具器具及び備品  

取得価額相当額 5,040 千円 

減価償却累計額

相当額 1,008 
千円 

期末残高相当額 4,032 千円 

 

 

(注）取得価額相当額は、未経過リース料当事業年度末残高

が有形固定資産の当事業年度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未経過リース料期末残高相当額 

 

1年以内 1,008 千円 

1年超 3,024 千円 

合計 4,032 千円 

 

 

(注）未経過リース料当事業年度末残高相当額は、未経過リ

ース料当事業年度末残高が有形固定資産の当事業年度末残高

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 1,008 千円 

減価償却費相当額 1,008 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。 
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(有価証券関係) 

前事業年度（平成19年３月31日） 
１ 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

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

区分 
１年以内 
    (千円) 

１年超５年以内 
    (千円) 

５年超10年以内 
    (千円) 

10年超 
    (千円) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ― ― ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 1,999 ― ― ―

 

当事業年度（平成20年３月31日） 
１ 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 1,997

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

区分 
１年以内 
    (千円) 

１年超５年以内 
    (千円) 

５年超10年以内 
    (千円) 

10年超 
    (千円) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

 (2) 社債 ─ ─ ─ ─

 (3) その他 1,997 ─ ─ ─
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(1) 取引の内容 

  利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引で

あります。 

(1) 取引の内容 

同 左 

(2) 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引については、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同 左 

(3) 取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用してお

ります。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行ってお

ります。 

(3) 取引の利用目的 

同 左 

 

 

 

 

 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。

  

 

      

           

   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 

 

 

 

 ヘッジ方針 

  金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っております。 

 

 

 ヘッジ有効性評価の方法 

  個別取引ごとに有効性を判断することとしております。

なお、特例処理の要件を満たしているものについては、有

効性の評価を省略しております。 

  

(4) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有   

しております。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定して

いるため信用リスクはほとんどないと判断しております。

(4) 取引に係るリスクの内容 

同 左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引に関する社内規定に基づき取引を行っ

ております。 

  なお、多額の借入金は取締役会の専決事項でありますの

で、それに伴う金利スワップ契約の締結は、同時に取締役

会で決定されることとなります。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同 左 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あく

までデリバティブ取引における名目的な契約額、または計

算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引

のリスクの大きさを示すものではありません。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同 左 
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２ 取引の時価等に関する事項 
前事業年度(平成19年３月31日) 
当社のデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 

 
当事業年度(平成20年３月31日) 
当事業年度末残高がないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

前事業年度 
    (平成19年３月31日) 

当事業年度 
    (平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、勤続満３年以上の社

員を対象に退職金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務  

退職給付引当金 19,034千円
 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 

退職給付引当金 18,963千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用  

勤務費用 2,959千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 

勤務費用 2,403千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等につい

ては記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同 左 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

 第1回 第2回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

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

株式の種類及び付与数 普通株式   60株 普通株式   1,140株 

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日 

権利確定条件 付与日（平成15年12月17日）から 

    権利確定日（平成17年６月23日）

    まで継続して勤務していること

及び権利行使の時点において、当社

社員の地位を有することを要しま

す。 

付与日（平成16年３月15日）から 

権利確定日（平成17年６月23日） 

まで継続して勤務していること及び

権利行使の時点において、当社取締

役、監査役又は社員の地位を有する

ことを要します。 

対象勤務期間 平成15年12月17日 

        ～平成17年６月23日 

平成16年３月15日 

        ～平成17年６月23日 

権利行使期間 平成17年６月24日 

        ～平成25年３月31日 
同 左 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 同 左 

権利確定前   

 期首(株) ― ― 

 付与(株) ― ― 

 失効(株) ― ― 

 権利確定(株) ― ― 

 未確定残(株) ― ― 

権利確定後   

 期首(株) 48 1,084 

 権利確定(株) ― ― 

 権利行使(株) 12 308 

 失効(株) 8 28 

 未行使残(株) 28 748 

 

② 単価情報 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利行使価格(円) 45,000 55,000 

行使時平均株価(円) 350,434 352,926 

付与日における公正な 

    評価単価（円） 
─ ─ 
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

 第1回 第2回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

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

株式の種類及び付与数 普通株式  60株 普通株式 1,140株 

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日 

権利確定条件 

付与日（平成15年12月17日）から 

権利確定日（平成17年６月23日） 

まで継続して勤務していること及び

権利行使の時点において、当社社員

の地位を有することを要します。 

付与日（平成16年３月15日）から 

権利確定日（平成17年６月23日） 

まで継続して勤務していること及

び権利行使の時点において、当社取

締役、監査役又は社員の地位を有す

ることを要します。 

対象勤務期間 
平成15年12月17日 

        ～平成17年６月23日 

平成16年３月15日 

        ～平成17年６月23日 

権利行使期間 
平成17年６月24日 

        ～平成25年３月31日 
同 左 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 同 左 

権利確定前   

 期首(株) ─ ─ 

 付与(株) ─ ─ 

 失効(株) ─ ─ 

 権利確定(株) ─ ─ 

 未確定残(株) ─ ─ 

権利確定後   

 期首(株) 28 748 

 権利確定(株) ─ ─ 

 権利行使(株) ─ 160 

 失効(株) ─ ─ 

 未行使残(株) 28 588 

 

② 単価情報 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利行使価格(円) 45,000 55,000 

行使時平均株価(円) ─ 185,140 

付与日における公正な 

    評価単価（円） 
─ ─ 

 



 

35 

 

(税効果会計関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産) 

  

 ① (流動資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 1,302千円

未払事業税損金不算入 8,625千円

貸倒引当金繰入限度超過額 46千円

      計 9,974千円

  

 ② (固定資産) 

賃貸建物減価償却超過額 194千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 7,247千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

貸倒引当金繰入限度超過額 774千円

減損損失 907千円

      計 9,836千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産) 

  

 ① (流動資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 2,441千円

未払事業税損金不算入 9,172千円

貸倒引当金繰入限度超過額 267千円

      計 11,881千円

  

 ② (固定資産) 

賃貸建物減価償却超過額 184千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 7,318千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,521千円

減損損失 907千円

      計 10,644千円

  

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

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。 

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 

同左 
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(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

 (関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

氏名又は 
会社等の   
名称 

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(％) 役員の

 兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
 (千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社 
代表取締役 

(被所有) 
 直 接 
 (42.2) 

― ― 

借入金及びリ
ース債務に対
する債務被保
証    (注)２ 

79,749 ― ― 

役員 神田 庄二 ― ― 当社監査役 
(被所有) 
直 接 
 (0.2) 

― ― 
営業用資産の
賃借 

66 ― ― 

(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入及びリース物件の債務に対して債務保証を受けているものであります。なお、当社は債務

被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 

 

 

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

氏名又は 
会社等の   
名称 

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(％) 役員の

 兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
 (千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社 
代表取締役 

(被所有) 
直 接   
(41.9) 

― ― 
借入金に対す
る債務被保証 
    (注)２ 

64,904 ― ― 

(注) １ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の金融機関からの借入に対して債務保証を受けているものであります。なお、当社は債務被保証に対して保証料

の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、一般の取引条件によっております。 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 74,121円 38銭
 

１株当たり純資産額 88,727円 65銭

 
１株当たり当期純利益 21,201円 53銭

 
１株当たり当期純利益 16,108円 90銭

 
潜在株式調整後 

    １株当たり当期純利益 
18,060円  68銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

15,697円 60銭

 
  

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

項目 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 356,842 314,783

普通株式に係る当期純利益(千円) 356,842 314,783

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) 16,831 19,541

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） ― ─

潜在株式調整後1株当たり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 2,179 ─

 新株予約権 748 512

            普通株式増加数（株） 2,927 512

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― ―
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(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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。 
 
 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 

 

─ 
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5.その他 

（1）生産、受注及び販売の状況 

  ①生産実績 

該当事項はありません。 
 

  ②受注実績 
  当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。  
１．受注高   

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業 8,015,326 119.2 

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 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、契約時から引き渡し時の間で、 

契約内容に変更等が出た場合、実際の売上計上金額と差異が出る可能性があります。 

   

   

２．受注残高   

事業部門 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業 99,775 47.9 

 (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   2 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、契約時から引き渡し時の間で、

契約内容に変更等が出た場合、実際の売上計上金額と差異が出る可能性があります。 

 
  ③販売実績 
  当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。  

事業部門 販売高（千円) 前年同期比（％） 

不動産販売事業 8,121,075 104.6 

不動産管理事業 555,752 159.4 

ゴルフ会員権事業 223,357 82.8 

その他事業 83,720 125.2 

合計 8,983,906 106.3 

 

 

（2）役員の異動 

該当事項はありません。 

 

（3）その他 

  該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 


