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１．平成20年10月期第３四半期の連結業績（平成19年11月１日　～　平成20年７月31日)

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同半期増減率） 

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３四半期 3,164 1.9 449 2.5 416 0.7 227 1.4

19年10月期第３四半期 3,105 － 439 － 413 － 224 －

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３四半期 14,622 41 14,374 99

19年10月期第３四半期 15,984 98 － －

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３四半期 4,828 1,158 24.0 74,208 86

19年10月期第３四半期 3,901 834 21.4 59,361 57

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３四半期 267 △567 304 503

19年10月期第３四半期 △291 △102 306 420

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） － － －
2,500 00

20年10月期（予想） － 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 4,745 16.9 627 29.4 573 27.2 308 20.4 19,767 67

－ 1 －



４．その他

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

(2）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　　　　　　　　　　　　：　有
　　(注)　詳細は、14ページ「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」 
　　　　　４．「会計処理基準に関する事項」をご覧下さい。

(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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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７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10月期第３四半期 2,894 1.2 404 0.8 405 1.2 234 3.2

19年10月期第３四半期 2,860 － 401 － 400 － 227 －

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３四半期 15,063 65

19年10月期第３四半期 16,176 42

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３四半期 4,714 1,074 22.8 68,853 14

19年10月期第３四半期 3,805 757 19.9 53,916 55

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 4,415 18.0 577 34.8 553 32.1 308 26.0 19,767 67

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．その他特記事項

  (1) 平成18年10月期第３四半期は四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成19年10月期第３四半期の対

　　　前年同四半期増減率は記載しておりません。

　(2) 平成19年10月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、新株予約権の残高

　　　はありますが、当社株式は非上場であったたため期中平均株価が把握できないので記載しておりません。
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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７月31日)におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題

をはじめとする米国発の信用収縮懸念、原油をはじめとする資源価格高騰、政策に対する不信感の高まりなどの影響が

広がり、景気の先行きに対する不透明感が拡大しました。

　当社グループの事業領域である不動産業界におきましては、サブプライムローン問題による金融機関の融資姿勢の厳

格化の影響が広がっております。過大な在庫を抱えた一部事業者の淘汰が進み、過熱した不動産価格の調整はしばらく

続くものと予想されます。

　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参りました。この結果、当四半期連結会計期間の業績として、売上高は3,164,509

千円（前年同期：3,105,053千円、前年同期比：1.9％増）、営業利益は449,934千円（前年同期：439,052千円、前年同

期比：2.5％増）、経常利益は416,915千円（前年同期：413,905千円、前年同期比：0.7％増）、四半期純利益は227,685

千円（前年同期：224,588千円、前年同期比：1.4％増）となりました。

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

＜不動産管理運営事業＞

　当事業におきましては、既存オーナー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を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参りました。この結果、不動産管理運

営事業の売上高は2,006,164千円（前年同期：1,816,678千円、前年同期比：10.4％増）、営業利益は341,024千円（前年

同期：272,190千円、前年同期比：25.3％増）となりました。

＜不動産開発販売事業＞

　当四半期連結会計期間までに引渡した物件は、賃貸事業用自社開発物件が４棟45室、宅地２区画、戸建住宅１戸となっ

ております。賃貸事業用開発物件の販売先は、いずれも不動産管理運営事業を通じて当社と取引関係のある既存顧客で

あります。また、仕入面におきましては、昨今の不動産市場の動向を見極め、割安で当社の事業とマッチした優良物件

を選別して購入しました。この結果、不動産開発販売事業の売上高は964,089千円（前年同期：1,095,885千円、前年同

期比：12.0％減）、営業利益は205,844千円（前年同期：232,431千円、前年同期比：11.4%減）となりました。

＜不動産仲介コンサル事業＞

　当事業におきましては、優良な賃貸物件の媒介獲得と多様な物件情報の提供に努め、オーナーのキャッシュ・フロー

を増加させるべく稼働率の向上に注力して参りました。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194,255千円（前年同期：192,490千円、前年同期

比：0.9％増）、営業利益は56,274千円（前年同期：51,127千円、前年同期比：10.1％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

　当四半期連結会計期間末の総資産額は、前年同期末と比較して927,250千円増加し、4,828,717千円（前年同期比

23.8％増）となりました。流動資産は424,285千円増加し、3,114,451千円（前年同期比15.8％増）となりました。この

主たる要因は、販売用不動産の完成に伴ない、たな卸資産が347,662千円増加（前年同期比16.2％増）したこと、現金及

び預金が78,813千円増加（前年同期比18.6％増）したことによるものであります。固定資産は前年同期末と比較して

502,964千円増加し、1,714,266千円（前年同期比41.5％増）となりました。この主たる要因は、津田沼で進めていた賃

貸マンション兼オフィス開発事業（プライムコート）の完成により有形固定資産が477,116千円増加（前年同期比48.1％

増）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、前年同期末と比較して602,731千円増加し、3,670,168千円（前年同期比

19.6％増）となりました。流動負債は同513,391千円減少して、683,892千円（前年同期比42.9％減）となりました。短

期借入金と1年以内返済予定長期借入金の合計が同489,305千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1,093,002千円増加したことを主たる要因として、同1,116,123千円増加の2,986,276千円（前年同期

比59.7％増）となりました。

　当四半期連結会計期間末の純資産は、前年同期末と比較して324,518千円増加し、1,158,548千円（前年同期比38.9％

増）となりました。この主たる要因は、四半期純利益を227,685千円計上したこと、公募増資等による資本金及び資本準

備金の増加が97,561千円あったことによるものであります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　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、前年同期末(平成19年７月末)と比較して

83,166千円増加し、残高は503,620千円となりました。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267,414千円（前年同期は291,409千円の資金減少）となりました。税金等調整前四

半期純利益を417,441千円計上したこと、たな卸資産の減少による収入が124,097千円あったこと、法人税等を230,434千

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567,382千円（前年同期は102,142千円の資金減少）となりました。これは、津田沼

における賃貸マンション兼オフィス開発案件（プライムコート）を中心として、有形固定資産取得のための支出を568,110

千円行ったことが主たる要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、増加した資金は304,720千円（前年同期は306,701千円の資金増加）となりました。これは、当四半

期連結会計期間において、短期借入金の返済(純額)による支出が834,000千円あったこと、長期借入の借入(純額)による

獲得が1,168,859千円あったこと、配当金支払による支出が31,100千円あったことが主たる要因であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社が属する不動産業界は、前述のとおり金融情勢変化の影響を正面から受けており、当面は取引相場の調整と市

場参加者の選別・淘汰の時期が続くものと予想されます。

　そのような中、当社グループは機軸である不動産管理運営事業を更に拡充するべく、高品質なサービスの提供と地域

に密着した営業基盤の拡充に努めるとともに、顧客ニーズを反映させたコンセプトの明確な優良物件の開発に努めて参

ります。借主様の満足とオーナーからの信頼こそが、中長期的な会社の成長基盤でありますので、今後とも不動産管

理運営事業、不動産仲介コンサル事業で培ったお客様目線を最大限に生かしたサービスを提供して参ります。

　当四半期連結会計期間の業績は不動産管理運営事業が好調に推移しており、当連結会計年度の業績予想は平成19年12

月14日の公表から変更なく、売上高は平成19年10月期対比16.9%増の4,745,000千円、営業利益は同29.4%増加の627,000

千円、経常利益は同27.2%増の573,000千円、当期純利益は同20.4%増の308,000千円をそれぞれ見込んでおります。

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

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

　　る結果となる可能性があります。

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

  
前四半期連結会計期間
（平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（平成20年７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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   424,807   503,620   503,221  

２．営業未収入金   65,986   54,571   65,448  

３．たな卸資産
※
2,3

 2,146,087   2,493,750   2,513,322  

４．その他   76,777   78,602   80,476  

貸倒引当金   △23,493   △16,092   △19,661  

流動資産合計   2,690,165 69.0  3,114,451 64.5  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
※
2,3

64,003   690,496   63,976   

(2）土地
※
2,3

811,727   722,216   811,727   

(3）その他  116,245 991,975  56,379 1,469,092  193,326 1,069,030  

２．無形固定資産   8,745   8,683   8,269  

３．投資その他の資産   210,579   236,489   217,709  

固定資産合計   1,211,301 31.0  1,714,266 35.5  1,295,009 29.2

資産合計   3,901,467 100.0  4,828,717 100.0  4,437,816 100.0
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前四半期連結会計期間
（平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（平成20年７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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．営業未払金   30,874   46,681   130,134  

２．短期借入金 ※2  757,000   118,000   952,000  

３．１年以内返済予定長
期借入金

※2  73,048   222,743   93,929  

４．賞与引当金   9,930   7,176   19,860  

５．その他   326,431   289,291   341,080  

流動負債合計   1,197,284 30.7  683,892 14.2  1,537,004 34.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※2  1,408,823   2,501,826   1,461,780  

２．預り敷金   264,636   263,926   277,127  

３．預り保証金   196,692   220,523   200,231  

固定負債合計   1,870,152 47.9  2,986,276 61.8  1,939,139 43.7

負債合計   3,067,436 78.6  3,670,168 76.0  3,476,144 78.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   116,150 3.0  164,930 3.4  164,450 3.7

２．資本剰余金   15,000 0.4  63,780 1.3  63,300 1.4

３．利益剰余金   703,449 18.0  931,184 19.3  734,599 16.6

株主資本合計   834,599 21.4  1,159,895 24.0  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

  △569 △0.0  △1,346 △0.0  △677 △0.0

評価・換算差額等合計   △569 △0.0  △1,346 △0.0  △677 △0.0

純資産合計   834,030 21.4  1,158,548 24.0  961,671 21.7

負債純資産合計   3,901,467 100.0  4,828,717 100.0  4,437,816 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,105,053 100.0  3,164,509 100.0  4,058,120 100.0

Ⅱ　売上原価   2,225,956 71.7  2,255,887 71.3  2,935,439 72.3

売上総利益   879,097 28.3  908,621 28.7  1,122,680 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  440,045 14.2  458,687 14.5  638,163 15.7

営業利益   439,052 14.1  449,934 14.2  484,517 11.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  285   573   864   

２．保険金収入  －   373   103   

３．その他  156 442 0.0 311 1,258 0.0 79 1,048 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  25,588 25,588 0.8 34,277 34,277 1.1 35,060 35,060 0.9

経常利益   413,905 13.3  416,915 13.1  450,504 11.1

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  70 70 0.0 1,935 1,935 0.1 1,162 1,162 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 47 47 0.0 1,410 1,410 0.0 256 256 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  413,928 13.3  417,441 13.2  451,410 11.1

法人税、住民税及び
事業税

※3 189,339   189,755   212,964   

法人税等調整額 ※3 － 189,339 6.1 － 189,755 6.0 △17,292 195,672 4.8

四半期（当期）純利
益

  224,588 7.2  227,685 7.2  255,738 6.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７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

四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益 － － 224,588 224,588

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）

－ － 224,588 224,588

平成19年７月31日　残高（千円） 116,150 15,000 703,449 834,599

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

四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益 － 224,588

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）

△167 △167

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△167 224,421

平成19年７月31日　残高（千円） △569 834,030
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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７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

　新株の発行 480 480 － 961

剰余金の配当 － － △31,100 △31,100

四半期純利益 － － 227,685 227,685

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）

480 480 196,585 197,546

平成20年７月31日　残高（千円） 164,930 63,780 931,184 1,159,895

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

　新株の発行 － 961

剰余金の配当 － △31,100

四半期純利益 － 227,685

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）

△669 △669

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△669 196,876

平成20年７月31日　残高（千円） △1,346 1,158,548
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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

  
前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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） 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

 413,928 417,441 451,410

減価償却費  20,594 40,702 29,493

貸倒引当金の増減
（△減少）額

 868 △3,568 △2,962

賞与引当金の増減
（△減少）額

 9,930 △12,684 19,860

受取利息及び受取
配当金

 △285 △573 △865

支払利息  25,588 34,277 35,060

固定資産除却損  47 1,410 256

営業債権の減少額  10,654 10,876 11,192

たな卸資産の増減
(△増加）額

 △486,080 124,097 △856,048

営業債務の増減
（△減少）額

 △6,910 △83,332 92,339

前受金の減少額  △23,088 7,568 △25,919

未払消費税等の増
減（△減少）額

 △10,892 4,694 △14,964

預り敷金・保証金
の増減（△減少）
額

 △13,898 7,090 2,132

その他  △22,215 △15,719 △1,205

小計  △81,758 532,281 △260,219

利息及び配当金の
受取額

 285 573 865

利息の支払額  △24,663 △35,006 △34,569

法人税等の支払額  △185,273 △230,434 △184,119

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △291,409 267,414 △478,042
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前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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） 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

 △92,241 △568,110 △184,539

無形固定資産の取
得による支出

 △2,500 △2,500 △2,500

敷金・保証金差入
による支出

 △13,552 △1,865 △18,552

敷金・保証金返還
による収入

 6,590 1,415 6,590

その他  △439 3,678 △3,530

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △102,142 △567,382 △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

 462,000 △834,000 657,000

長期借入れによる
収入

 150,000 1,784,000 240,000

長期借入金の返済
による支出

 △305,298 △615,140 △321,461

株式の発行による
収入

 － 961 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

 306,701 304,720 672,138

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増減額（△減少）

 △86,850 4,752 △8,436

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 507,304 498,868 507,304

Ⅵ　現金及び現金同等物
の四半期末（期末）
残高

 420,453 503,620 498,868
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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
前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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

 

 

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

 

 

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。

同左 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 

       同左

(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。

(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

②無形固定資産

    同左 
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項目
前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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

(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 

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連結

会計年度の負担額を計上してお

ります。 

 (4）　　　　　　－ (4）　　　　　　－ (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、

控除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。

　ただし、固定資産に係る控除

対象外消費税及び地方消費税は、

投資その他の資産に計上し、５

年間で均等償却を行っておりま

す。

（会計方針の変更）

　従来、控除対象外消費税及び地方

消費税は、発生年度の期間費用とし

ておりましたが、固定資産に係る控

除対象外消費税及び地方消費税につ

いては、当四半期連結会計期間より、

投資その他の資産に計上し、５年間

で均等償却を行っております。

　この変更は、自社所有賃貸事業用

不動産の増加に伴って、建物等の取

得時に費用化されていた控除対象外

消費税等を賃貸事業による収益に対

応させ、期間損益のより一層の適正

化を図るために行ったものでありま

す。

　この変更により、従来の方法に比

べて、販売費及び一般管理費が

19,525千円減少し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益

が同額増加しております。事業の種

類別セグメント情報への影響に関し

ましては、当該個所に記載しており

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 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

前四半期連結会計期間

 （自　平成18年11月１日

至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年７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）

― （追加情報）

　前連結会計年度の下半期から、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。従って、前四半期連結会計期間においては

従来の方法によっております。

　前四半期連結会計期間において前連結会計年

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四半期純利益

に与える影響は軽微であります。

（固定資産の減価償却方法の変更）

　当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の固定資産について

は、改正法人税法の規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。この変更に伴う

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益に与える影響は軽微であります。

　なお、当該変更は法人税法改正適用直後に減

価償却システムを変更することが困難であった

ため、当下半期に行っており、当中間連結会計

期間は従来の方法によっております。当中間連

結会計期間において当連結会計年度と同一の会

計処理方法を採用した場合、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。

　追加情報

前四半期連結会計期間

 （自　平成18年11月１日

至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年７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）

前四半期連結会計期間
（平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（平成20年７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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 71,693千円  90,591千円  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 ※２　担保に供している資産

たな卸資産 1,347,080千円

土地 　811,546千円

建物及び構築物 　32,130千円

計 2,190,757千円

たな卸資産 1,887,285千円

土地 722,035千円

建物及び構築物 647,214千円

計 3,256,535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757,000千円、

１年以内返済予定長期借入金73,048千円、

長期借入金1,408,823千円の担保に供し

ております。

 

※３　　　　　　　　－

　　　上記資産は、短期借入金118,000千円、

１年以内返済予定長期借入金222,743千

円、長期借入金2,501,826千円の担保に

供しております。

 

※３　当四半期連結会計期間において、賃貸事

業用の不動産(１棟)の保有目的変更に伴

い、建物及び構築物31,362千円と土地

89,510千円をそれぞれたな卸資産に振替

えております。

　　　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　　　　　　　　－

（四半期連結損益計算書関係）

前四半期連結会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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 　70,750千円

給与手当 　105,396千円

賞与引当金繰入額 　9,930千円

地代家賃 　65,286千円

業務委託費 　30,069千円

貸倒引当金繰入額 　3,275千円

※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 73,520千円

給与手当 105,605千円

賞与引当金繰入額 13,174千円

地代家賃 65,502千円

業務委託費 30,431千円

貸倒引当金繰入額 268千円

※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　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

 

工具器具備品 47千円

計 　47千円

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。 

 

建物及び構築物 1,387千円

工具器具備品 22千円

計 1,410千円

※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　　　　　　　 同左 ※３　　　　　　　　―
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７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 14,050 － － 14,050

自己株式

普通株式 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年７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（注） 15,550 62 － 15,612

合計 15,550 62 － 15,612

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の増加62株は、ストックオプションの行使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

　　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　
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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）

前四半期連結会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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19年７月31日現在） （平成20年７月31日現在） （平成19年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 424,807千円

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 420,453千円

 

現金及び預金勘定 503,620千円

現金及び現金同等物 503,620千円

 

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

 

（リース取引関係）

前四半期連結会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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

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 同左

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前四半期連結会計期間
（平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（平成20年７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）

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 4,130 △959 5,089 2,819 △2,270 5,089 3,948 △1,141

合計 5,089 4,130 △959 5,089 2,819 △2,270 5,089 3,948 △1,141

（デリバティブ取引関係）

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期連結会計期間（自　平成19年

11月１日　至　平成20年７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）

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期連結会計期間（自　平成19年

11月１日　至　平成20年７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】

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７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 1,816,678 1,095,885 192,490 3,105,053 － 3,105,053

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,668 － － 2,668 △2,668 －

計 1,819,347 1,095,885 192,490 3,107,722 △2,668 3,105,053

営業費用 1,547,156 863,453 141,362 2,551,972 114,028 2,666,001

営業利益 272,190 232,431 51,127 555,749 △116,697 439,052

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　当社グループの事業は、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117,752千円であり、その主なもの

は役員報酬、経理等管理部門経費及び上場準備費用等であります。

当四半期連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年７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 2,006,164 964,089 194,255 3,164,509 － 3,164,509

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
3,290 － － 3,290 △3,290 －

計 2,009,454 964,089 194,255 3,167,799 △3,290 3,164,509

営業費用 1,668,429 758,245 137,980 2,564,654 149,919 2,714,574

営業利益 341,024 205,844 56,274 603,144 △153,209 449,934

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　当社グループの事業は、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。
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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152,310千円であり、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。

４．14ページ「４．会計処理基準に関する事項（５）」に記載の通り、当四半期連結会計期間より、固定資産に

係る控除対象外消費税等の会計処理を変更しております。この変更により、消去又は全社の営業費用が20,827

千円減少し、同営業利益が同額増加し、不動産管理運営事業の営業費用が1,301千円増加し、同営業利益が同

額減少しております。

 

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．事業区分の方法

　　　　　　当社グループの事業は、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。

【所在地別セグメント情報】

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期連結会計期間（自　平成19

年11月１日　至　平成20年７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】

前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期連結会計期間（自　平成19

年11月１日　至　平成20年７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）

前四半期連結会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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 59,361円57銭

１株当たり四半期純利

益金額
15,984円98銭

１株当たり純資産額 74,208円86銭

１株当たり四半期純利

益金額
14,622円41銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
14,374円99銭

１株当たり純資産額 61,843円85銭

１株当たり当期純利益

金額
18,107円96銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
17,674円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、新株予約

権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。

  

 

　（注）　１株当たり四半期（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。

 
前四半期連結会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期連結会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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） 224,588 227,685 255,738

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）
224,588 227,685 255,738

期中平均株式数（株） 14,050 15,571 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） － 268 346

（うちストックオプション） － (268) (346)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類（新株予

約権の数378個）。

－ －

（重要な後発事象）

 　　前四半期連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期連結会計期間（自　平成19年11

月１日　至　平成20年７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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前四半期会計期間

（平成19年７月31日）
当四半期会計期間

（平成20年７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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  357,435   428,531   411,538   

２．営業未収入金  24,584   23,685   25,426   

３．たな卸資産
※
2,3 

2,146,087   2,494,422   2,514,035   

４．その他  74,587   60,752   75,958   

　　貸倒引当金  △16,085   △15,898   △16,691   

流動資産合計   2,586,611 68.0  2,991,492 63.5  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
※
2,3

62,937   690,631   63,045   

(2）土地
※
2,3

811,727   722,216   811,727   

(3）その他  115,798   55,707   192,591   

有形固定資産合計  990,463   1,468,554   1,067,364   

２．無形固定資産  8,663   8,667   8,205   

３．投資その他の資産  219,875   245,931   227,041   

固定資産合計   1,219,001 32.0  1,723,153 36.5  1,302,610 30.2

資産合計   3,805,613 100.0  4,714,646 100.0  4,312,878 100.0
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前四半期会計期間

（平成19年７月31日）
当四半期会計期間

（平成20年７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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．営業未払金  9,652   17,760   114,146   

２．短期借入金 ※2 772,000   148,000   952,000   

３．1年以内返済予定長
期借入金

※2 73,048   222,743   93,929   

４．賞与引当金  9,000   6,000   18,000   

５．その他 ※4 314,231   258,932   324,474   

流動負債合計   1,177,932 31.0  653,435 13.9  1,502,550 34.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※2 1,408,823   2,501,826   1,461,780   

２．預り敷金  264,636   263,926   277,127   

３．預り保証金  196,692   220,523   200,231   

固定負債合計   1,870,152 49.1  2,986,276 63.3  1,939,139 45.0

負債合計   3,048,085 80.1  3,639,711 77.2  3,441,690 79.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   116,150 3.0  164,930 3.5  164,450 3.8

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  15,000   63,780   63,300   

資本剰余金合計   15,000 0.4  63,780 1.3  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  626,946   847,571   644,115   

利益剰余金合計   626,946 16.5  847,571 18.0  644,115 14.9

株主資本合計   758,096 19.9  1,076,282 22.8  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

  △569 △0.0  △1,346 △0.0  △677 △0.0

評価・換算差額等合計   △569 △0.0  △1,346 △0.0  △677 △0.0

純資産合計   757,527 19.9  1,074,935 22.8  871,187 20.2

負債純資産合計   3,805,613 100.0  4,714,646 100.0  4,312,878 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前四半期会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,860,291 100.0  2,894,752 100.0  3,741,799 100.0

Ⅱ　売上原価   2,074,858 72.5  2,086,012 72.1  2,745,166 73.4

売上総利益   785,433 27.5  808,740 27.9  996,633 26.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   384,124 13.5  404,401 13.9  568,552 15.2

営業利益   401,308 14.0  404,338 14.0  428,081 11.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  25,340 0.9  35,869 1.2  25,876 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※2  25,803 0.9  34,540 1.2  35,309 0.9

経常利益   400,846 14.0  405,667 14.0  418,648 11.2

Ⅵ　特別利益 ※3  70 0.0  － －  － －

Ⅶ　特別損失 ※4  － －  1,410 0.0  153 0.0

税引前四半期（当
期）純利益

  400,916 14.0  404,257 14.0  418,495 11.2

法人税、住民税及び
事業税

※5 173,638   169,701   191,740   

法人税等調整額 ※5 － 173,638 6.1 － 169,701 5.9 △17,691 174,048 4.7

四半期（当期）純利
益

  227,278 7.9  234,556 8.1  244,447 6.5
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前四半期会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７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

四半期会計期間中の変動額

四半期純利益 － － 227,278 227,278

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）

－ － 227,278 227,278

平成19年７月31日　残高
（千円）

116,150 15,000 626,946 758,096

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

四半期会計期間中の変動額

四半期純利益 － 227,278

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

△167 △167

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△167 227,111

平成19年７月31日　残高
（千円）

△569 757,527
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当四半期会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年７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

新株の発行 480 480 － 961

剰余金の配当 － － △31,100 △31,100

四半期純利益 － － 234,556 234,556

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）

480 480 203,456 204,417

平成20年７月31日　残高
（千円）

164,930 63,780 847,571 1,076,282

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

新株の発行 － 961

剰余金の配当　 － △31,100

四半期純利益 － 234,556

株主資本以外の項目の四半期
会計期間中の変動額（純額）

△669 △669

四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

△669 203,747

平成20年７月31日　残高
（千円）

△1,346 1,074,935
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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
前四半期会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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

　　　　同左

(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）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

及び残存価額については法人税

法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(1）有形固定資産

　　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。

(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

(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

(3）長期前払費用

    同左 
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項目
前四半期会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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．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

　　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。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 

 

 

５．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、控除対象

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、当中間

会計期間の費用として処理しており

ます。

　ただし、固定資産に係る控除対象

外消費税及び地方消費税は、投資そ

の他の資産に計上し、5年間で均等償

却を行っております。

（会計方針の変更）　

　従来、控除対象外消費税及び地方

消費税は、発生年度の期間費用とし

ておりましたが、固定資産に係る控

除対象外消費税及び地方消費税につ

いては、当四半期会計期間より、投

資その他の資産に計上し、５年間で

均等償却を行っております。

　この変更は、自社所有賃貸事業用

不動産の増加に伴って、建物等の取

得時に費用化されていた控除対象外

消費税等を賃貸事業による収益に対

応させ、期間損益のより一層の適正

化を図るために行ったものでありま

す。

　この変更により、従来の方法に比

べて、販売費及び一般管理費が

19,525千円減少し、営業利益、経常

利益及び税引前四半期純利益が同額

増加しております。

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

前四半期会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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）

― 

 

（追加情報）

　前事業年度の下半期から、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。

従って、前四半期会計期間においては従来の方

法によっております。

　前四半期会計期間において前事業年度と同一

の会計処理方法を採用した場合、営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。　

（固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度から、法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の固定資産については、

改正法人税法の規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。この変更に伴う営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響は軽微であります。　

　なお、当該変更は法人税法改正適用直後に減

価償却システムを変更することが困難であった

ため、当下半期に行っており、当中間会計期間

は従来の方法によっております。当中間会計期

間において当事業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。 

 

　追加情報

前四半期会計期間

 （自　平成18年11月１日

至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間

 （自　平成19年11月１日

至　平成20年７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科目について」

（日本公認会計士協会リサーチ・センター審理

情報No15）に基づき、当事業年度より支給見込

額を賞与引当金として計上しております。

　なお、前事業年度においては支払確定額

13,852千円を流動負債（未払費用）に含めて計

上しております。 
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(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）

前四半期会計期間
（平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（平成20年７月31日）

前事業年度
（平成19年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

64,752千円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

 83,988千円

 

※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 ※２　担保に供している資産 

販売用不動産 452,421千円

仕掛販売用不動産 894,658千円

土地 811,546千円

建物及び構築物 32,130千円

計 2,190,757千円

たな卸資産 1,887,285千円

土地 722,035千円

建物及び構築物 647,214千円

計 3,256,535千円

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757,000千円、

１年以内返済予定長期借入金73,048千円、

長期借入金1,408,823千円の担保に供して

おります。

　上記資産は、短期借入金118,000千円、

１年以内返済予定長期借入金222,743千円、

長期借入金2,501,826千円の担保に供して

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　              ―

 

 ※３　当四半期会計期間において、賃貸事

　業用の不動産(１棟)の保有目的変更

　に伴い、建物及び構築物31,362千円

　と土地89,510千円をそれぞれたな卸

　資産に振替えております。

 

※３　　　　　　　―

 

 

※４　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、

流動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

 

※４　消費税等の取扱い

同左

 

※４　　　　　　　―

 

 

（四半期損益計算書関係）

前四半期会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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　　25,000千円

 

※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　　　　　　　25,803千円

※２　営業外費用の主要項目

　　　　支払利息　　　　　　　34,540千円

※２　営業外費用の主要項目 

　　　　支払利息　　　　　　　35,309千円

 
※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益　　　　　70千円 

 
※４　　　　　　　― 

※３　　　　　　　― 　

 

 
※４　特別損失の主要項目

　　　　固定資産除却損         1,410千円

 

※３　　　　　　　　― 　 

 

 
※４　特別損失の主要項目

　　　　固定資産除却損　　　　　 153千円

※５　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。

 

※５　　　　　　 同左 ※５　　　　　　　― 

　６　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　8,371千円

無形固定資産　　　　　1,375千円

　６　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　　　　22,553千円

　　　　無形固定資産　　　　　 1,799千円

　６　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）

前四半期会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期会計期間（自　平成19年11月１日

　至　平成20年７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）

前四半期会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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

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 同左

（有価証券関係）

前四半期会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期会計期間（自　平成19年11月１日

　至　平成20年７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）

前四半期会計期間
（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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 53,916円55銭

１株当たり四半期純利

益金額
　16,176円42銭

１株当たり純資産額 68,853円14銭

１株当たり四半期純利

益金額
15,063円65銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
14,808円77銭

１株当たり純資産額 56,024円94銭

１株当たり当期純利益

金額
17,308円44銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
16,894円54銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、新株予約

権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。

  

　（注）　１株当たり四半期（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。

 
前四半期会計期間

（自　平成18年11月１日
至　平成19年７月31日）

当四半期会計期間
（自　平成19年11月１日
至　平成20年７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） 227,278 234,556 244,447

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）
227,278 234,556 244,447

期中平均株式数（株） 14,050 15,571 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） － 268 346

（うちストックオプション） － (268) (346)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期純利

益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権２種類（新株予

約権の数378個）。

　－ －　

（重要な後発事象）

　　前四半期会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日）、当四半期会計期間（自　平成19年11月１日

　至　平成20年７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。
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