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１．平成20年６月期第３四半期の連結業績（平成19年７月１日　～　平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第３四半期 27,323 7.8 1,917 △6.0 1,139 △15.6 561 △30.1

19年６月期第３四半期 25,335 141.7 2,039 181.5 1,349 167.1 802 168.9

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

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月期第３四半期 10,413 10 10,219 68

19年６月期第３四半期 15,935 00 14,511 44

19年６月期 21,450 18 19,895 13

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月期第３四半期 29,178 4,630 15.8 85,584 90

19年６月期第３四半期 32,054 3,841 13.6 71,921 62

19年６月期 29,538 4,192 14.0 77,121 08

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年６月期第３四半期 △5,978 △835 4,253 1,823

19年６月期第３四半期 △7,540 △355 8,406 2,796

19年６月期 △1,133 △409 3,642 4,384

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年６月期 ― ― ― 1,000 00 1,000 00

20年６月期 ― 700 00 ― ― 700 00

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

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

 （％表示は対前期増減率）

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

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

新規 －社 （社名　－） 除外 －社 （社名　－）

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

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

５．個別業績の概要（平成19年７月１日　～　平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第３四半期 25,042 5.9 1,711 △1.1 1,179 △0.2 682 △1.7

19年６月期第３四半期 23,649 140.4 1,729 162.6 1,181 163.9 694 173.0

19年６月期 35,459 － 2,846 － 2,128 － 965 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年６月期第３四半期 12,654 25

19年６月期第３四半期 13,783 70

19年６月期 18,865 26

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年６月期第３四半期 28,207 4,554 16.1 84,303 54

19年６月期第３四半期 31,441 3,654 13.2 68,581 40

19年６月期 28,679 3,953 13.8 73,584 20

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

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

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

　  能性があることをご承知おきください。
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２．【定性的情報・財務諸表等】

  １．連結経営成績に関する定性的情報

 　   当第３四半期におけるわが国経済は、平成19年７月以降に顕在化した米国でのサブプライムローン問題に端を発し

　　た世界的な金融市場の混乱や、株式・為替市場の変動、原油価格の高騰等の要因から景気の先行きが不透明な状況で

　　ありました。

　　　当不動産業界におきましては、建築費の高騰や改正建築基準法の影響、金融機関における物件査定がより保守的に

　　なったこと等もあり、不動産投資市場への資金の流入に変調が生じ、都心部の不動産については、物件の選別がより

　　一層強まり、郊外の物件価格は総じて下落傾向にある等、不動産市場は調整局面の様相を呈しております。

　 　 このような事業環境におきまして、当社グループ（当社及び連結子会社）は、主力事業である不動産流動化事業及

　　び分譲事業の業容拡大に注力し、都心部を中心に物件の供給に努めてまいりました。

　　　また、それに伴う賃貸管理・仲介事業、賃貸保証事業並びにゼネコン向けの人材派遣事業を展開しております。

　 　 以上の結果、当第３四半期連結会計期間における業績は、売上高は27,323,050千円（前年同期比7.8％増）、営業

　　利益は1,917,085千円（同6.0％減）、経常利益は1,139,238千円（同15.6％減）となりました。

　　　 

　２．連結財政状態に関する定性的情報

　  当第３四半期の財政状態は、総資産が29,178,525千円、負債が24,548,382千円、純資産が4,630,142千円となりま

　した。

　　当第３四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

  　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末残高に比

　べ、2,560,660千円減少し、1,823,775千円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前第３四半期純利益が1,142,469千円ありました

　が、たな卸資産の増加額が1,738,732千円となったことや、前受金の減少額が4,753,299千円になったことと、法人税

　等の支払額が1,325,571千円だったこと等により、5,978,571千円の資金の減少となりました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、差入保証金の増加額が213,512千円、連結子会社株式の取得

　が240,366千円及び貸付けによる支出が300,654千円等があったことにより835,412千円の資金の減少となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済による支出が6,277,256千円があったもの

　の、短期借入金が純額で3,990,620千円の増加になったことと、長期借入金による収入が6,781,000千円あったことに

  より4,253,323千円の資金の増加になりました。

 

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

 　 当第３四半期の連結業績予想につきましては、平成19年８月21日発表の数値を変更しておりません。今後、業績

　予想に関して修正する必要が生じた時点で速やかに開示する予定です。
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３．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期末）

  当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期末）

増　減
（参考）前期末

　（平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  2,796,479 1,823,775 △972,704  4,384,435

２．受取手形及び売掛金  114,146 205,776 91,629  143,251

３．営業貸付金  131,805 284,495 152,689  211,028

４．たな卸資産 ※１ 26,115,434 23,127,170 △2,988,263  21,386,694

５．前渡金  1,099,374 503,061 △596,313  846,898

６．繰延税金資産  581,836 126,603 △455,232  598,846

７．その他 ※３ 432,934 623,954 191,019  247,649

貸倒引当金  △43,161 △89,245 △46,083  △50,599

流動資産合計  31,228,849 26,605,591 △4,623,258 △14.8 27,768,203

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※２ 107,442 579,327 471,885 439.2 530,920

２．無形固定資産  82,464 628,467 546,003 662.1 330,648

３．投資その他の資産  636,889 1,374,638 737,749  909,632

貸倒引当金  △1,034 △9,499 △8,465  △846

投資その他の資産合計  635,854 1,365,138 729,284 114.7 908,786

固定資産合計  825,761 2,572,934 1,747,172 211.6 1,770,355

資産合計  32,054,611 29,178,525 △2,876,085 △9.0 29,538,559
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 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期末）

  当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期末）

増　減
（参考）前期末

　（平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金  77,167 201,161 123,993  476,349

２．一年内償還予定社債  200,000 610,000 410,000  200,000

３．短期借入金  ※１ 6,890,105 7,115,800 225,695  3,125,180

４．一年内返済予定
長期借入金

 ※１ 7,244,327 6,147,809 △1,096,518  7,839,654

５．未払法人税等  773,224 102,613 △670,611  1,261,339

６．賞与引当金  43,605 51,679 8,073  18,642

７．前受金  4,769,236 30,119 △4,739,117  4,783,819

８．その他 ※４ 898,040 1,531,714 633,674  802,454

流動負債合計  20,895,706 15,790,897 △5,104,809 △24.4 18,507,439

Ⅱ　固定負債

１．社債  760,000 150,000 △610,000  760,000

２．転換社債型
新株予約権付社債

 2,500,000 2,500,000 ―  2,500,000

３．長期借入金 ※１ 3,772,685 4,932,499 1,159,814  2,690,954

４．偶発損失引当金  ― 560,000 560,000  561,000

５．その他  284,441 614,986 330,544  327,135

固定負債合計  7,317,126 8,757,485 1,440,358 19.7 6,839,089

負債合計  28,212,833 24,548,382 △3,664,450 △13.0 25,346,529

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  1,056,780 1,077,390 20,610 2.0 1,069,590

２．資本剰余金  826,480 847,090 20,610 2.5 839,290

３．利益剰余金  1,940,361 2,702,085 761,724 39.3 2,232,374

株主資本合計  3,823,621 4,626,565 802,944 21.0 4,141,254

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金  8,362 △2,413 △10,775  2,075

評価・換算差額等合計  8,362 △2,413 △10,775 △128.9 2,075

Ⅲ　少数株主持分  9,794 5,990 △3,803 △38.8 48,700

純資産合計  3,841,778 4,630,142 788,364 20.1 4,192,030

負債純資産合計  32,054,611 29,178,525 △2,876,085 △9.0 29,538,559
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(2）四半期連結損益計算書

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期）

 増　減
（参考）前期

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

Ⅰ　売上高  25,335,473 27,323,050 1,987,577 7.8 37,712,132

Ⅱ　売上原価  20,856,878 22,068,123 1,211,245 5.8 31,100,920

売上総利益  4,478,594 5,254,926 776,332 17.3 6,611,212

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 2,438,868 3,337,841 898,973 36.9 3,320,661

営業利益  2,039,726 1,917,085 △122,641 △6.0 3,290,550

Ⅳ　営業外収益  41,720 83,367 41,647 99.8 48,951

１．受取利息  3,662 19,936 16,273  3,632

２．受取配当金  ― 34,031 34,031  ―

３．その他  38,057 29,400 △8,556  45,319

Ⅴ　営業外費用  731,913 861,215 129,301 17.7 951,974

１．支払利息  376,578 580,565 203,987  540,634

２．借入事務手数料  322,789 244,978 △77,810  374,126

３．持分法による投資損失  ― 18,478 18,478  ―

４．その他  32,546 17,193 △15,352  37,212

経常利益  1,349,533 1,139,238 △210,295 △15.6 2,387,527

Ⅵ　特別利益  797 23,719 22,921 ― 101,560

１．固定資産売却益 ※２ ― 584 584  3,211

２．投資有価証券売却益  ― 4,248 4,248  ―

３．関係会社株式売却益  ― 17,621 17,621  98,348

４．貸倒引当金戻入益  797 264 △533  ―

５．偶発損失引当金戻入益  ― 1,000 1,000  ―

Ⅶ　特別損失  572 20,488 19,915 ― 607,662

１．事務所移転損失  572 ― △572  820

２．投資有価証券評価損  ― ― ―  8,841

３．投資有価証券売却損  ― 115 115  ―

４．業務委託解約金  ― ― ―  37,000

５．偶発損失引当金繰入額 ※５ ― ― ―  561,000

６．固定資産除却損 ※３ ― 20,065 20,065  ―

７．固定資産売却損 ※４ ― 308 308  ―

税金等調整前四半期（当期）
純利益

 1,349,758 1,142,469 △207,289 △15.4 1,881,425

法人税、住民税及び事業税  1,032,947 125,218 △907,728 △87.9 1,526,303

法人税等調整額  △478,453 456,508 934,961 195.4 △740,633

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

 △7,205 △471 6,734 93.5 △2,299

四半期（当期）純利益  802,470 561,213 △241,256 △30.1 1,098,055
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 74,220 74,220 ― 148,440 ― ― 148,440

第３四半期純利益 ― ― 802,470 802,470 ― ― 802,470

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― 8,362 △3,592 4,770

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

74,220 74,220 802,470 950,910 8,362 △3,592 955,680

平成19年３月31日　残高（千円） 1,056,780 826,480 1,940,361 3,823,621 8,362 9,794 3,841,778

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 7,800 7,800 ― 15,600 ― ― 15,600

剰余金の配当 ― ― △91,502 △91,502 ― ― △91,502

第３四半期純利益 ― ― 561,213 561,213 ― ― 561,213

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

― ― ― ― △4,488 △42,710 △47,198

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

7,800 7,800 469,711 485,311 △4,488 △42,710 438,113

平成20年３月31日　残高（千円） 1,077,390 847,090 2,702,085 4,626,565 △2,413 5,990 4,630,142

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

株主資本
評価・換算
差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

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

連結会計年度中の変動額

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

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

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

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

― ― ― ― 2,075 35,314 37,389

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

  
 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第３四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第３四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前第３四半期
（当期）純利益

 1,349,758 1,142,469 1,881,425

減価償却費  19,870 81,502 33,599

のれん償却額  902 79,792 1,002

社債発行費償却  12,500 ― 19,835

貸倒引当金の増加額  41,549 11,844 48,799

賞与引当金の増加額  38,387 33,037 13,424

偶発損失引当金の増加額
（△減少額）

 ― △1,000 561,000

受取利息及び受取配当金  △5,855 △53,967 △3,632

受取手数料  △20,000 ― △20,000

賠償金収入  △5,000 ― △5,000

投資有価証券売却益  ― △4,248 ―

投資有価証券売却損  ― 115 ―

支払利息  376,578 580,565 540,634

借入事務手数料  322,789 244,978 374,126

持分法による投資損益  ― 18,478 ―

固定資産売却益  ― △584 △3,211

優先出資損益  ― ― △1,412

固定資産除却損  ― 20,065 ―

固定資産売却損  ― 308 ―

事務所移転損失  572 ― 820

投資有価証券評価損  ― ― 8,841

業務委託解約金  ― ― 37,000

関係会社株式売却益  ― △17,621 △98,348

売上債権の増加額  △56,546 △38,652 △52,474

たな卸資産の増加額  △12,387,617 △1,738,732 △7,656,807

営業貸付金の増加額  △54,648 △73,466 △133,871

仕入債務の増加額
（△減少額）

 46,809 △275,188 396,979

前渡金の減少額（△増加額）  △641,177 342,226 △392,061

前受金の増加額（△減少額）  4,766,636 △4,753,299 4,781,219
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第３四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第３四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

預り金の増加額  131,708 530,493 ―

未収消費税等の減少額
（△増加額）

 ― △97,064 78,802

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 ― △25,349 80,810

預り敷金保証金の増加額  50,837 257,163 38,899

その他  △141,559 △137,880 △12,917

小計  △6,153,503 △3,874,017 517,486

利息及び配当金の受取額  5,805 54,082 3,535

手数料の受取額  20,000 ― 20,000

賠償金の受取額  5,000 ― 5,000

利息の支払額  △374,875 △588,087 △555,931

借入事務手数料の支払額  △322,789 △244,978 △374,126

事務所移転による支払額  △572 ― △820

業務委託解約による支払額  ― ― △37,000

法人税等の支払額  △720,039 △1,325,571 △712,112

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △7,540,974 △5,978,571 △1,133,969
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第３四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第３四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有形固定資産の取得による
支出

 △55,426 △124,943 △77,853

有形固定資産の売却による
収入

 ― 8,510 ―

無形固定資産の取得による
支出

 △47,419 △36,499 △66,731

差入保証金の増加による支出  △38,071 △213,512 △55,515

差入保証金の回収による収入  11,603 112,878 16,078

投資有価証券の取得による
支出

 △210,775 △79,038 △208,582

投資有価証券の売却による
収入

 ― 22,993 ―

投資有価証券の償還による
収入

 ― 90,000 ―

関係会社株式の取得による
支出

 ― △86,170 ―

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出

 ― △240,366 △67,006

連結子会社株式の追加取得に
よる支出

 △15,000 ― △15,000

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の売却による収入

 ― 11,388 65,267

貸付けによる支出  ― △300,654 ―

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △355,089 △835,412 △409,343
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 前年同四半期末
（平成19年６月期
  第３四半期）

 当四半期
（平成20年６月期
  第３四半期）

（参考）前期
  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の増減額  △2,107,895 3,990,620 △6,437,820

長期借入れによる収入  11,802,000 6,781,000 13,722,000

長期借入金の返済による支出  △3,836,328 △6,277,256 △6,242,732

社債の発行による収入  2,487,500 ― 2,480,164

社債の償還による支出  △100,000 △200,000 △100,000

割賦債務の返済による支出  △3,890 △2,930 △4,641

株式の発行による収入  148,440 15,600 174,060

連結子会社設立に伴う少数株
主からの払込による収入

 17,000 ― 17,000

連結子会社増資に伴う少数株
主からの払込による収入

 ― ― 34,000

配当金の支払  ― △53,710 ―

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 8,406,826 4,253,323 3,642,031

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額）

 510,762 △2,560,660 2,098,718

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

Ⅵ　連結範囲の変更に伴う期首残高
の増加額

 33,000 ― 33,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半
期末（期末）残高

※１ 2,796,479 1,823,775 4,384,435
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　７社

 　 子会社は全て連結されておりま

 　 す。

(1) 連結子会社の数　　　７社

同左

(1) 連結子会社の数　　　７社

同左

(2）連結子会社の名称

    株式会社S-fit

　　株式会社S-net

　　株式会社エスジーインベスター

　　ズ

　　株式会社ティー・バイ・エスイ

　　ンターナショナル

　　株式会社ギブコム

　　株式会社東京リペア

　　ジューンブロス株式会社

当第３四半期連結会計期間より、

新規に設立した株式会社ギブコ

ム、株式会社東京リペア、

ジューンブロス株式会社を連結

の範囲に含めました。

(2）連結子会社の名称

株式会社Ｓ-fit

株式会社Ｓ-net

株式会社エスジーインベスター

ズ

株式会社東京リペア

株式会社エスグラント・アドバ

イザーズ

長柄ショッピングリゾート株式

会社

株式会社インターワオ

平成19年７月31日に株式会社イ

ンターワオの株式を95.24％取

得し、当連結会計年度より連結

子会社といたしましたが、平成

19年８月１日をみなし取得日と

して連結しております。

また、平成19年12月17日に前連

結会計年度に設立した株式会社

ギブコムの株式を100％売却

し、 当連結子会社に該当しな

くなったため、損益計算書及び

キャッシュ・フロー計算書につ

きましては、平成19年７月１日

から平成19年11月30日までを連

結しております。

(2) 連結子会社の名称

株式会社Ｓ-fit

株式会社Ｓ-net

株式会社エスジーインベスター

ズ  

株式会社ギブコム

株式会社東京リペア

株式会社エスグラント・アドバ

イザーズ

長柄ショッピングリゾート株式

会社

当連結会計年度より、新規に設

立した株式会社ギブコム、株式

会社東京リペア、株式会社エス

グラント・アドバイザーズを連

結の範囲に含めました。

また、平成19年５月10日に長柄

ショッピングリゾート株式会社

の株式を取得し連結子会社とい

たしましたが、平成19年６月30

日をみなし取得日としているた

め、同日現在の貸借対照表のみ

を連結しております。

また、平成19年５月16日に前連

結会計年度に取得した株式会社

ティー・バイ・エスインターナ

ショナルの株式を90％売却し、

当連結子会社に該当しなくなっ

た為、損益計算書及びキャッ

シュ・フロー計算書につきまし

ては、平成18年７月１日から平

成19年４月30日までを連結して

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 (1) 持分法を適用した関連会社数

　　　　　　　　　　　　１社

(2) 関連会社の名称

　  株式会社彩季

    なお、株式会社彩季は株式の取

    得により新たに関連会社となっ 

    たことから、当連結会計年度よ

    り持分法を適用しております。

該当事項はありません。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

 連結子会社の第３四半期決算日は、

 第３四半期連結決算日と一致おりま

 す。

 連結子会社の決算日は、次のとおり

 であります。

連結子会社のうち、株式会社イン

ターワオの決算日は７月31日、長

柄ショッピングリゾート株式会社

の決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては

連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しており

ます。

  なお、上記以外の連結子会社の

第３四半期決算日は第３四半期連

結決算日と一致しております。

 連結子会社の決算日は、次のとおり

 であります。

連結子会社のうち、長柄ショッピ

ングリゾート株式会社の決算日は

３月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

　なお、上記以外の連結子会社の

決算日は連結決算日と一致してお

ります。
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項目
前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

４．会計処理基準に関する

事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

　その他の有価証券

　イ　時価のあるもの

　　　第３四半期連結決算日の市場

　　　価格等に基づく時価法（評価

　　　差額は全部純資産直入法によ

　　　り処理し、売却原価は移動平

　　　均法により算定）

　ロ　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

①　有価証券

　その他有価証券

  イ　時価のあるもの

同左

 

 

 

 

　ロ　時価のないもの

移動平均法による原価法なお、

特定目的会社に対する優先出

資証券については、その損益

のうち当社に帰属する持分相

当損益を「営業外収益」又は

「営業外費用」に計上すると

ともに「投資有価証券」を加

減する方法

①　有価証券

　その他有価証券

  イ　時価のあるもの

　　　連結決算日の市場価格等に基

　　　づく時価法（評価差額は全部

　　　純資産直入法により処理し、

　　　売却原価は移動平均法により

　　　算定) 

  ロ　時価のないもの

同左

③　たな卸資産

  イ　販売用不動産及び仕掛販売用

　　　不動産

 　 　個別法による原価法

  ロ　貯蔵品

  　　移動平均法による原価法

　ハ　　　　　　―

③　たな卸資産

  イ　販売用不動産及び仕掛販売用

　　　不動産

同左

  ロ　貯蔵品

同左

　ハ　原材料

　　　最終仕入原価法による原価法

③　たな卸資産

  イ　販売用不動産及び仕掛販売用

　　　不動産

同左

  ロ　貯蔵品

同左

　ハ　　　　　　―

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

    定率法

  　なお、主な耐用年数は以下のと

　　おりであります。

 　 建物及び構築物    　８～35年

　　機械装置及び運搬具　２～３年

　　その他　　　　　　  ２～８年

　　また、取得価額が10万円以上20

　　万円未満の少額減価償却資産に

　　ついては、３年間で均等償却を

　　行っております。

①　有形固定資産

 　 定率法

  　なお、主な耐用年数は以下のと

　　おりであります。

 　 建物及び構築物   　 ３～35年

　　機械装置　　　　　　２～３年

　　その他　　　　　  　３～15年

  　また、取得価額が10万円以上20

　　万円未満の少額減価償却資産に

　　ついては、３年間で均等償却を

　　行っております。

①　有形固定資産

 　 定率法

 　 なお、主な耐用年数は以下のと

　　おりであります。

 　 建物及び構築物　 　 ８～35年

　　機械装置及び運搬具　２～４年

　　その他　　　　　　　３～10年

  　また、取得価額が10万円以上20

　　万円未満の少額減価償却資産に

　　ついては、３年間で均等償却を

　　行っております。

 　 （会計方針の変更）

      法人税法の改正に伴い、当連

　　  結会計度より、平成19年４月

      １日以降に取得した有形固定

　　　資産について、改正後の法人

　　　税法に基づく減価償却の方法

　　　に変更しております。

　　　これによる損益に与える影響

　　　は軽微であります。

②　無形固定資産

　　自社利用のソフトウェアについ

　　て、社内における見込利用可能

　　期間（５年以内）に基づく定額

　　法

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

  　均等償却

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）繰延資産の処理方法 ①　新株発行費

―

 

②　社債発行費

　　 支出時に全額費用処理しており

　 　ます。

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

―

①　株式発行費

―

 

②　社債発行費

 　　支出時に全額費用処理しており

　 　ます。
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項目
前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

(4）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額に基づき、当

第３四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

同左 

②　賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額に基づき、当

連結会計年度の負担額を計上し

ております。

③　　　　　　 ―　 ③　偶発損失引当金

一部の開発プロジェクトについ

て、将来発生する可能性の高い

偶発損失のうち、必要と認めら

れる額を計上しております。

③　偶発損失引当金

 同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法 ― ①　ヘッジ会計の方法

金利キャップ取引については、

特例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用して

おります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　ヘッジ手段　金利キャップ

　　 ヘッジ対象　借入金の支払利息

③　ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利キャップ取引を

行っております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

金利キャップの特例処理の要件

を満たしているため、決算日に

おける有効性の評価を省略して

おります。

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　ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7）その他第３四半期連結財

務諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお、控除対象外消費税等は、固定

資産に係るものは投資その他の資産

の「その他」に計上し（５年償却）、

それ以外は発生年度の期間費用とし

ております。

 消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用し

ております。

同左 同左

６．のれんの償却に関する事

項

のれんは、５年間で均等償却してお

ります。

同左 同左

７．第３四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書（連

結キャッシュ・フロー計

算書）における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

同左 同左
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

 前年同四半期末

（平成19年６月期第３四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期第３四半期末）

 前期

（平成19年６月期）

※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　応する債務

 　 (1) 担保資産

　  たな卸資産　　　  18,056,699千円

　 （2) 担保付債務

短期借入金 6,132,105千円 

一年内返済予定長期

借入金
6,984,000千円

長期借入金 1,683,000千円

 　　　計 14,799,105千円

※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　応する債務

   （1) 担保資産

　  たな卸資産　　   19,299,357千円

    (2) 担保付債務

短期借入金 5,779,600千円 

一年内返済予定長期

借入金
6,077,000千円 

長期借入金  4,608,000千円

 　　　計 16,464,600千円

※１　担保に供されている資産及びこれに対

　　　応する債務

   （1) 担保資産

    たな卸資産　　   13,811,287千円

   （2) 担保付債務

短期借入金 　2,803,180千円 

一年内返済予定長期

借入金
7,731,760千円

長期借入金 2,665,000千円

 　　　計 13,199,940千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　54,014千円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　  579,282千円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は

　　　534,111千円であります。

※３　未収消費税等は、流動資産の「その

　　　他」に含めて表示しております。

※３　　　　　　　 同左 ※３ 　　　　　　　―

※４　未払消費税等は、流動負債の「その

　　　他」に含めて表示しております。

※４ 　　　　　　　同左 ※４　　　　　　 　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

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

 　　 広告宣伝費　　　　　　152,451千円

 　 　貸倒引当金繰入額　　 　42,347千円

 　 　給与手当 　　　 　　  875,473千円

  　　賞与引当金繰入額　　 　40,523千円

　　　広告宣伝費　　　　　  184,518千円

　　　給与手当 　　　 　  1,050,145千円

　　　賞与引当金繰入額　　 　53,637千円

 　　 賞与　　　　　　　　　312,803千円

      のれん償却　　　　　   79,792千円

　　　広告宣伝費　　　　　　187,021千円

　　　貸倒引当金繰入額　　　 48,423千円

　　　給与手当 　　　 　　　946,440千円

　　　賞与引当金繰入額　　　 17,744千円

　　　賞与　　　        　  337,816千円

　　　のれん償却額　　　　　  1,002千円

※２　　　　　　　　― ※２  固定資産売却益の内容は次のとおりで

      あります。

車両運搬具売却益 13千円

ソフトウェア売却益 571千円

　　　計  584千円

※２  固定資産売却益の内容は次のとおりで

      あります。

車両運搬具売却益 1,493千円

ソフトウェア売却益  1,718千円

　　　計  3,211千円

※３　　　　　　　　― ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　  あります。

建物付属設備除却損 849千円

車両運搬具除却損 49千円

工具器具備品除却損 3,549千円

ソフトウェア仮勘定除

却損
15,000千円

長期前払費用除却損 618千円

　　　計  20,065千円

※３　　　　　　 　 ―

※４　　　　　　　　― ※４　固定資産売却損の内容は次のとおりで

　　  あります。

車両運搬具売却損 259千円

ソフトウェア売却損 49千円

　　　計 308千円

※４　　　　　　　　―

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

　　　が滞っているものがあり、将来開発が

　　　不可能となった場合に予想される損失

      の全額について偶発損失引当金を計上

　　　しました。
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 49,345 3,935 ― 53,280

合計 49,345 3,935 ― 53,280

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　　3,935株

 

２．配当に関する事項

  該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 53,725 305 ― 54,030

合計 53,725 305 ― 54,030

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　 　305株

 

２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月27日

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

 平成20年２月14日

定時取締役会
普通株式 37,803 利益剰余金 700 平成19年12月31日 平成20年３月31日

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

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

１．発行済株式の種類及び総数

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 49,345 4,380 － 53,725

合計 49,345 4,380 － 53,725

 　　 （変動事由の概要）

 　　 　増加の主な内訳は、次のとおりであります。

 　　　 新株予約権の行使による増加　　　4,380株

 

２．配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

 　　 該当事項はありません。

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月27日

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

前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

　　　高と第３四半期連結貸借対照表に掲記

      されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

　　　と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

　　　ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額と

　　　の関係

　　　　　　　（平成19年３月31日現在） 　　　　　　　（平成20年３月31日現在） 　　　　　　　（平成19年６月30日現在）

 現金及び預金勘定 2,796,479千円 

 現金及び現金同等物 2,796,479千円 

 現金及び預金勘定 1,823,775千円 

 現金及び現金同等物 1,823,775千円 

 現金及び預金勘定 4,384,435千円 

 現金及び現金同等物 4,384,435千円 

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社と

　　   なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社イン

ターワオを連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びにイン

ターワオ株式の取得価額と株式会社イ

ンターワオ取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

（平成19年７月31日現在） 

流動資産 130,185千円 

固定資産 53,101千円 

のれん 305,809千円 

流動負債 △48,929千円 

固定負債 △45,956千円 

少数株主持分 △4,209千円

株式会社インターワオ株

式の取得価額
390,000千円 

株式会社インターワオの

現金及び現金同等物 59,634千円 

株式会社インターワオ株

式の購入代金の未払分 90,000千円

差引：株式会社インター

ワオの取得のための支出
240,366千円 

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社と

       なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに長柄ショッピ

ングリゾート株式会社を連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに長柄ショッピングリゾート株

式の取得価額と長柄ショッピングリゾー

ト株式会社取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

（平成19年５月30日現在） 

流動資産 49,632千円 

固定資産 525,673千円 

のれん 201,559千円 

流動負債 △639,474千円 

固定負債 △64,389千円 

長柄ショッピングリゾー

ト株式会社株式の取得価

額

73,000千円 

長柄ショッピングリゾー

ト株式会社の現金及び現

金同等物

5,993千円 

差引：長柄ショッピング

リゾート株式会社の取得

のための支出

67,006千円 

※３　当連結会計年度に株式の売却により連

      結子会社でなくなった会社の資産及び

      負債の主な内訳

株式の売却により株式会社ギブコムが

連結子会社でなくなったことに伴う売

却時の資産及び負債の内訳並びにギブ

コム株式の売却価額と売却による収入

は次のとおりであります。

（平成19年11月30日現在） 

流動資産 141,808千円 

固定資産 25,157千円 

流動負債 △11,935千円 

固定負債 △204千円 

少数株主持分 △46,447千円 

関係会社株式売却益 17,621千円 

株式会社ギブコム株式の

売却価額
126,000千円 

株式会社ギブコム現金及

び現金同等物
114,611千円 

差引：株式会社ギブコム

株式の売却による収入
11,388千円 

※３　当連結会計年度に株式の売却により連

      結子会社でなくなった会社の資産及び

      負債の主な内訳

株式の売却により株式会社ティー・バ

イ・エスインターナショナルが連結子

会社でなくなったことに伴う売却時の

資産及び負債の内訳並びにティー・バ

イ・エスインターナショナル株式の売

却価額と売却による収入は次のとおり

であります。

（平成19年４月30日現在） 

流動資産 126,759千円 

固定資産 10,665千円 

流動負債 △46,566千円 

固定負債 △4,707千円 

のれん △4,497千円 

関係会社株式売却益 98,348千円 

株式会社ティー・バイ・

エスインターナショナル

株式の売却価額

180,000千円 

株式会社ティー・バイ・

エスインターナショナル

現金及び現金同等物

114,732千円 

差引：株式会社ティー・

バイ・エスインターナ

ショナル株式の売却によ

る収入

65,267千円 
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（１株当たり情報）

前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

１株当たり純資産額 71,921円62銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
15,935円00銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

14,511円44銭

１株当たり純資産額 85,584円90銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
10,413円10銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

10,219円68銭

１株当たり純資産額 77,121円08銭

１株当たり当期純利益

金額
21,450円18銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
19,895円13銭

　  （注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額

第３四半期（当期）純利益

（千円）
802,470 561,213 1,098,055

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

   （うち利益処分による

                 役員賞与金）
 (―)  (―)  (―)

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
802,470 561,213 1,098,055

普通株式の期中平均株式数（株） 50,359 53,895 51,191

潜在株式調整後１株当たり第３四

半期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額

（千円）
― ― ―

普通株式増加数（株） 4,940 1,020 4,001

（うち新株予約権） (4,940) (1,020) (4,001)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

　　　　　 ― 　　　　　 ― 　　　　　 ―
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（重要な後発事象）

前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

当社は、平成19年５月16日開催の

当社取締役会において、連結子会

社である株式会社ティー・バイ・

エスインターナショナルの株式を

一部売却すことを決議いたしまし

た。

 (1) 売却の理由

当社グループにおける営業部門の

効率化の一環として、後記の売却

先に株式譲渡を行うことが当事者

及び各関係者の利益の最大化につ

ながると判断したためであります。

 (2) 売却先

 　　神谷　秀利

 (3) 売却の時期

 　　平成19年５月16日

 (4) 売却する子会社の事業内容

不動産の売買・賃貸借・管理及び

仲介

 (5) 当社との取引内容

 　　不動産の売買

 (6) 売却する株式数

 　　900株

 (7) 売却価格

 　　180,000,000円

 (8) 売却前の持分比率

 　  100％

 (9) 売却後の持分比率

 　　10％

１ 第三者割当増資による増資及び主要

株主の異動について

当社は、平成20年３月31日開催の取

締役会において決議し、平成20年４

月15日に変更の決議をした第三者割

当を平成20年４月30日に実施いたし

ました。その概要は以下のとおりで

あります。

 (1) 発行する株式の概要

　 ①　発行する株式の種類及び数

　　　 43,200株

　 ②　発行価額

　　　 １株当たり38,600円

　 ③　発行価額の総額

　　 　1,667,520,000円

　 ④　資本組入額

　 　　１株当たり19,300円

　 ⑤　申込期間

　 　　平成20年４月29日

　 ⑥　払込期日

　 　　平成20年４月30日

　 ⑦　資金の使途

本増資により発行される株式の

募集により調達する資金の使途

につきましては、まずは自己資

本の充実を図り、手許流動性の

確保及び開発プロジェクトの資

金決済に充当することを予定し

ております。

　 ⑧  当該株券の保有事項

当社は、新株の割当予定先との

間において、新株発行の効力発

生日から２年間において、割当

新株の譲渡を行った場合には、

当社へ報告する旨の確約を締結

いたしました。

 (2) その他重要な事項

この第三者割当増資により平成20

年４月30日付でユニマットグルー

プが保有する議決権の数は、当社

の総議決権の数に対して39.50％

となりました。

 (3) 主要株主の異動

第三者割当増資引受の結果、株式

会社ユニマットホールディング及

び株式会社ユニマット不動産の所

有株式に係る当社の総議決権に対

する割合が共に16.24％となり、

主要株主に該当となるものであり

ます。

１ 当社は、平成18年７月31日付で、当社

グループの賃貸管理・仲介事業の業容

拡大を図り、収益力を強化する為、発

行済株式数の95.24％の取得により株

式会社インターワオを子会社化するこ

とにいたしました。

 (1) 商号

 　  株式会社インターワオ

 (2) 代表者

 　　代表取締役　宗像　二郎

 (3) 本社所在地

神奈川県横浜市緑区上山三丁目23番

19号

 (4) 設立年月

  　 平成12年８月

 (5) 主な事業内容

ゲストハウス、ワンルームマンショ

ンの賃貸及び管理

 (6) 決算期

 　　７月

 (7) 資本の額

 　　80,550,000円

 (8) 発行済株式総数

 　　462株

２ 当社は、平成19年７月31日付で、不動

産の収益性や価値向上につながる新た

な業態とのシナジー効果を狙い、株式

の取得及び出資（発行済株式数の

50.00％）により株式会社彩季をグ

ループ化することにいたしました。

 (1) 商号

 　  株式会社彩季

 (2) 代表者

 　  代表取締役社長　佐藤　浩二

 (3) 本社所在地

 　　東京都港区西麻布一丁目14番5号

 (4) 設立年月

　 　平成８年９月

 (5) 主な事業内容

レストランの経営、飲食に関するコ

ンサルティング

 (6) 決算期

 　　12月

 (7) 資本の額

 　　85,875,000円

 (8) 発行済株式総数

 　  6,760株
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前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

２ 関連会社株式の売却

当社は、平成20年４月14日の取締役

会において連結子会社である株式会

社彩季の株式の全部を売却する事を

決議いたしました。

 (1) 売却理由

当社グループにおける経営の効率

化を図ってる中で、後記の売却先

に売却いたします事が双方にとり

まして最大の利益につながると判

断したためであります。

 (2) 売却先

　　 佐藤　浩二氏

 (3) 売却時期

 　　平成20年４月25日

 (4) 売却する子会社の事業内容

レストランの運営、飲食に関する

コンサルティング

 (5) 売却する株式数

 　　3,380株

 (6) 売却価額

 　　50,000,340円

 (7) 売却前の持分比率

 　　50％

 (8) 売却後の持分比率

 　　０％

３ 新株予約権の発行に関する件

当社は、平成19年９月27日開催の当社

第６期定期株主総会において、会社法

第236条、第238条及び239条の規定に

基づき、当社及び当社関係会社の取締

役、監査役及び従業員に対し、ストッ

ク・オプションとして発行する新株予

約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することを決議いたしました。

その概要は次のとおりであります。

 (1) 特に有利な条件をもって新株予約権

を引き受ける者の募集をすることを

必要とする理由

当社及び当社関係会社の取締役、監

査役及び従業員に業績向上や企業価

値の増大、株主重視の経営意識を高

めるためのインセンティブを与える

ことを目的とするものであります。

 (2) 新株予約権割当の対象者

当社及び当社関係会社の取締役、監

査役及び従業員

 (3) 本総会の決定に基づいて募集要項の

決定をすることができる新株予約権

の内容及び数の上限等

①　新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

当社普通株式2,350株を上限とす

る。

なお、当社が、株式分割（株式無

償割当てを含む。以下、株式分割

の記載に同じ。）又は株式併合を

行う場合、次の算式により目的と

なる株式の数を調整するものとす

る。但し、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行

使されていない新株予約権の目的

となる株式の数について行われた

場合は、これを切り捨てるものと

する。

調整後株式数＝調整前株式数×分

割・併合の比率
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前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

また、当社が合併、会社分割、株

式交換又は株式移転（以下「合併

等」という。）を行う場合、その

他株式数の調整が必要な場合には、

当社は、合併等の条件等を勘案の

うえ、新株予約権の目的である株

式の数について、合理的な範囲で

必要と認める調整を行うことがで

きる。

　 ②　新株予約権の数　

2,350個を上限とする。なお、新

株予約権１個当たりの目的となる

株式の数（以下、「付与株式数」

という。）は１株とする。但し、

前項①に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行う。

③　新株予約権と引換えに払込む金銭

新株予約権と引換えに金銭を払込

むことを要しないものとする。

④　新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額

新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額は、新株予約権の

行使により交付を受けることがで

きる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）に

付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は以下のとおりとする。

新株予約権割当日の属する月の前

月各日（取引が成立していない日

を除く）における名古屋証券取引

所における当社普通株式の普通取

引の終了の終値の平均値に1.00を

乗じた金額（１円未満の端数は切

上げ）とする。ただし、該当金額

が新株予約権割当日の終値（取引

が成立しない場合はその前日の終

値）を下回る場合は、当該終値の

価額とする。

なお、新株予約権発行後、当社が

株式分割又は株式併合を行う場合、

次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切上

げる。
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前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

調整後行

使価額
＝

調整前行

使価額
×

１

分割・併合

の比率

また、新株予約権の割当後、当社

が当社普通株式につき、時価を下

回る価額で新株を発行又は自己株

式の処分を行う場合は、次の算式

により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。

既発

行株

式数

＋

新規発行株
式数 × １
株当たり払
込金額

調整後

行使価

額

＝

調整

前行

使価

額

×
１株当たり

時価

既発行株式数＋新規

発行株式数による増

加株式数

さらに、上記のほか、割当日後、

当社が合併等を行う場合は、次の

算式により行使価額の調整が必要

な場合には、当社は、行使価額に

ついて、合理的な範囲で必要と認

める調整を行うことができる。

⑤　新株予約権を行使することが出来

る期間

平成21年９月28日から平成29年９

月27日まで

⑥　新株予約権の行使の条件　

新株予約権の行使の条件は、取役

会決議に基づき、当社と新株予約

権の割当てを受けた者（以下「新

株予約権者」という。）との間で

締結する「新株予約権割当契約」

に定めるところによる。

⑦　会社が新株予約権を取得すること

ができる自由及び取得の条件

イ　当社は、新株予約権者が、権利

行使する前に任期満了による退

任及び定年又は会社都合による

退職の場合を除き、当社若しく

は当社関係会社の取締役、監査

役又は従業員でなくなったとき

には、その新株予約権を無償で

取得することができる。
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前年同四半期

（平成19年６月期第３四半期）

当四半期

（平成20年６月期第３四半期）

前期

（平成19年６月期）

ロ　当社は、新株予約権者が、権利

行使する前に、禁錮以上の刑に

処せられたとき又は当社若しく

は当社関係会社の就業規則によ

り降格以上の制裁を受けたとき

には、その新株予約権を無償で

取得することができる。

⑧　新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得につ

いては、取締役会の承認を必要と

する。

⑨　新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を

発行する場合において増加する

資本金の額は、会社法計算規則

第40条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未

満の端数が生じたときは、その

端数を切上げる。

ロ　新株予約権の行使により株式を

する場合において増加する資本

準備金の額は、前記イの資本金

等増加限度額から前記イに定め

る増加する資本金の額を減じた

額とする。

⑩　その他の新株予約権の募集事項に

ついては、別途開催される取締役

会の決議において定める。
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  2,231,305 1,151,476 △1,079,829  3,724,294

２．売掛金  43,986 70,454 26,467  12,365

３．たな卸資産  26,082,106 23,052,493 △3,029,613  21,342,431

４．前渡金  1,094,481 503,061 △591,420  846,288

５．その他  1,039,922 814,293 △225,629  1,455,031

貸倒引当金  △42,550 △45,289 △2,739  △48,457

流動資産合計  30,449,252 25,546,488 △4,902,763 △16.1 27,331,952

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  66,925 710,099 643,173 961.0 54,834

２．無形固定資産  45,943 120,967 75,024 163.3 57,731

３．投資その他の資産  879,876 1,832,891 953,014  1,235,745

貸倒引当金  △756 △2,558 △1,802  △756

投資その他の資産合計  879,120 1,830,333 951,212 108.2 1,234,988

固定資産合計  991,989 2,661,400 1,669,410 168.3 1,347,555

資産合計  31,441,242 28,207,889 △3,233,353 △10.3 28,679,507
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 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  ― 100,000 100,000  268,800

２．買掛金  55,092 98,618 43,526  139,136

３．一年内償還予定社債  200,000 610,000 410,000  200,000

４．短期借入金  6,890,105 7,107,600 217,495  3,125,180

５．一年内返済予定長期借入金  7,205,667 6,077,000 △1,128,667  7,798,428

６．未払法人税等  690,000 0 △690,000  1,143,500

７．前受金  4,767,769 30,100 △4,737,669  4,783,019

８．賞与引当金  19,373 24,306 4,933  10,776

９．その他  650,869 1,118,354 467,484  510,668

流動負債合計  20,478,876 15,165,979 △5,312,897 △25.9 17,979,508

Ⅱ　固定負債

１．社債  760,000 150,000 △610,000  760,000

２．転換社債型
新株予約権付社債

 2,500,000 2,500,000 ―  2,500,000

３．長期借入金  3,762,000 4,738,000 976,000  2,665,000

４．偶発損失引当金  ― 560,000 560,000  561,000

５．その他  277,986 538,990 261,003  260,688

固定負債合計  7,299,986 8,486,990 1,187,003 16.3 6,746,688

負債合計  27,778,863 23,652,969 △4,125,893 △14.9 24,726,196

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金  1,056,780 1,077,390 20,610 2.0 1,069,590

２．資本剰余金  826,480 847,090 20,610 2.5 839,290

３．利益剰余金  1,770,756 2,632,853 862,096 48.7 2,042,355

株主資本合計  3,654,016 4,557,333 903,316 24.7 3,951,235

Ⅱ　評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金  8,362 △2,413 △10,775  2,075

評価・換算差額等合計  8,362 △2,413 △10,775 △128.9 2,075

純資産合計  3,662,379 4,554,920 892,540 24.4 3,953,311

負債純資産合計  31,441,242 28,207,889 △3,233,353 △10.3 28,679,507
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(2）四半期損益計算書

 前年同四半期末

（平成19年６月期

  第３四半期末）

 当四半期末

（平成20年６月期

  第３四半期末）

 増　減
（参考）前期末

  （平成19年６月期）

区分
注記
番号

 金額（千円）  金額（千円）  金額（千円）
増減率
（％）

 金額（千円）

Ⅰ　売上高  23,649,945 25,042,899 1,392,954 5.9 35,459,716

Ⅱ　売上原価  20,183,058 21,119,955 936,897 4.6 30,078,271

売上総利益  3,466,886 3,922,944 456,057 13.2 5,381,445

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,736,971 2,211,710 474,739 27.3 2,535,011

営業利益  1,729,915 1,711,233 △18,682 △1.1 2,846,434

Ⅳ　営業外収益  179,178 293,803 114,625 64.0 232,432

Ⅴ　営業外費用  727,565 825,685 98,119 13.5 950,086

経常利益  1,181,528 1,179,351 △2,176 △0.2 2,128,780

Ⅵ　特別利益  ― 12,248 12,248 ― 131,993

Ⅶ　特別損失  7,671 55,572 47,900 624.4 614,513

税引前第３四半期（当期）
純利益

 1,173,857 1,136,027 △37,829 △3.2 1,646,260

法人税、住民税及び事業税  934,713 1,856 △932,857 △99.8 1,380,741

法人税等調整額  △454,990 452,171 907,161 199.4 △700,212

第３四半期（当期）純利益  694,133 682,000 △12,132 △1.7 965,731
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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７月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 74,220 74,220 ― ― 148,440 ― 148,440

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

第３四半期純利益 ― ― ― 694,133 694,133 ― 694,133

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）

― ― ― ― ― 8,362 8,362

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

74,220 74,220 ― 694,133 842,573 8,362 850,935

平成19年３月31日　残高（千円） 1,056,780 826,480 ― 1,770,756 3,654,016 8,362 3,662,379

当第３四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 7,800 7,800 ― ― 15,600 ― 15,600

剰余金の配当 ― ― ― △91,502 △91,502 ― △91,502

第３四半期純利益 ― ― ― 682,000 682,000 ― 682,000

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）

― ― ― ― ― △4,488 △4,488

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

7,800 7,800 ― 590,498 606,098 △4,488 601,610

平成20年３月31日　残高（千円） 1,077,390 847,090 ― 2,632,853 4,557,333 △2,413 4,554,920

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

株主資本
 評価・換算差

額金等

 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

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

当会計期間中の変動額

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

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ―

当期純利益 ― ― ― 965,731 965,731 ― 965,731

株主資本以外の項目の当会計期間中
の変動額（純額）

― ― ― ― ― 2,075 2,075

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

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