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（財）財務会計基準機構会員  

 

平成20年９月期  決算短信 

平成20年11月14日 

上場会社名 株式会社アスコット  上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ３２６４  ＵＲＬ http://www.ascotcorp.co.jp/ 

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 加賀谷 愼二  

問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画部長 (氏名) 田端  悟 ＴＥＬ （03）5326-7729 

定時株主総会開催予定日 平成20年12月25日    

有価証券報告書提出予定日 平成20年12月26日    

 

                                        （百万円未満切捨て） 
１．平成20年９月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年９月30日） 

(1) 連結経営成績                                        （％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９月期 25,487 56.3 2,704 △3.0 1,973 △8.6 404 △67.7 

19年９月期 16,309 38.2 2,788 72.1 2,158 63.3 1,249 72.1 

 
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９月期 72 67 72 56 11.4 6.8 10.6 

19年９月期 28,559 81 － － 42.0 8.2 17.1 

（参考）持分法投資損益 20年９月期 0百万円 19年９月期 1百万円 

（注）１. 平成19年９月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、前連結会計年度末

現在、当社株式は非上場であり、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。 

２. 平成20年３月14日開催の取締役会決議により、平成20年３月31日付で当社普通株式１株を100株とする株式分割を行

っております。 

 

(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９月期 27,146 3,949 14.6 616 60 

19年９月期 30,485 2,977 9.8 55,085 06 

（参考）自己資本 20年９月期 3,949百万円 19年９月期 2,977百万円 

 

(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９月期 5,548 △88 △4,992 1,369 

19年９月期 △7,474 △70 6,109 901 

 

２．配当の状況 

 １株当たりの配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

配当金総額 

（年額） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当

率（連結）

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

19年９月期  －  －   0 00  －  － 1,000 00 1,000 00 54 3.5 1.8 

20年９月期  －  －   0 00  －  －   0 00   0 00 － － － 

21年９月期（予想）  －  －   0 00  －  －   0 00   0 00 － － － 
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３．平成21年９月期の連結業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

     （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結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２四半期連結累計期間 7,650  △43.1 720  △76.5 470  △82.4 490  △69.2 76 50 

通   期 17,500 △31.3 790 △70.8 340 △82.8 400   △1.0 62 45 

 

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) 連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  （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に記載されるもの） 
 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 

  ② ①以外の変更 ： 無 

(3) 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９月期 6,405,000株 19年９月期 54,050株

  ② 期末自己株式数 20年９月期 －株 19年９月期 －株

   （注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

 
(参考)個別業績の概要 
 

１．平成20年９月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年９月30日） 

(1) 個別経営成績                                           （％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９月期 25,329 56.2 2,615 △7.1 1,885 △13.8 291 △76.0 

19年９月期 16,218 37.9 2,816 67.3 2,187 57.8 1,213 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 
   

 円 銭 円 銭  
20年９月期 52 48 52 40    

19年９月期 27,737 68 － －    

 

 (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９月期 27,035 3,867 14.3 603 83 

19年９月期 30,492 3,007 9.9 55,649 09 

（参考）自己資本 20年９月期 3,867百万円 19年９月期 3,007百万円 

 

２．平成21年９月期の個別業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30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 7,600 △43.1 715 △76.3 465  △82.3 485  △68.6 75 72 

通   期 17,450 △31.1 775 △70.4 335 △82.2 395    35.3 61 67 

 

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日に

おける予想を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

 ① 事業全般の概況 
   当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する米国からの金融市場の混乱の

影響、原油をはじめとする世界的な原材料の高騰等、先行きへの不透明感が広がりました。この影響により、

企業業績の停滞、日経平均株価等の株価指数の下落や円高の進行等により、景況感は急速に悪化し、長年続き

ました緩やかな景気拡大から一転して停滞・収束への転換期となりました。 
当社グループが属する不動産業界におきましては、サブプライムローン問題を契機に金融市場の信用収縮等

に伴う国内経済の停滞、金融機関からの不動産関連事業案件への融資の厳格化、改正建築基準法の影響による

住宅着工数の減少、建築費の高騰等により、不動産取引件数の減少から地価及び物件価格の形成にも大きく影

響が現れ、不動産市況は急激に悪化してきております。 
このような事業環境の下、当社グループは環境の変化に対応し、第３四半期までに計画しておりました不動

産開発事業の分譲・売却物件の引渡及び売却を完了させてまいりました。しかしながら、第４四半期の後半に

おいて、不動産業界を取巻く環境の急激な悪化を受け、当社グループの財務状況と急変する外部環境のバラン

スを勘案し、平成 21 年９月期以降に竣工予定の開発プロジェクトの土地を一部前倒しに売却いたしました。

また、平成 21 年９月期以降に開発予定でありました開発用地の取得を断念し、契約違約金損失として 449 百

万円を特別損失に計上いたしました。さらに、当社グループが、現在開発計画をおこなっております開発プロ

ジェクト用地、売却目的に保有しております販売用不動産の一部の評価について、平成 21 年９月期より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されることを考慮し、合

理的な取引予定額を保守的に捉え、たな卸資産評価損として 1,198 百万円を売上原価へ計上することとしまし

た。 
   これらの結果、当連結会計年度は、売上高 25,487 百万円（前連結会計年度比：9,178 百万円増）、営業利益

2,704 百万円（前連結会計年度比：83 百万円減）、経常利益 1,973 百万円（前連結会計年度比：185 百万円減）、

当期純利益 404 百万円（前連結会計年度比：845 百万円減）となりました。 

   当連結会計年度の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。 

 

 ② セグメントの概況 

当連結会計年度における売上高は、25,487 百万円となりました。事業の種類別セグメントの状況は次のとお

りであります。 

 

（不動産開発事業） 

不動産開発事業における売上高は 24,454 百万円（前連結会計年度比：10,021 百万円増）、営業利益は 3,529

百万円（前連結会計年度比：1,077 百万円増）となりました。不動産開発事業は、分譲マンション開発部門と

収益不動産開発部門に分かれており、各部門における売上高は次のとおりであります。 

 

分譲マンション開発 

分譲マンション開発は、「アスコットパーク」シリーズ 28 物件目である「アスコットパーク日本橋浜町ア

ルテ」、共同開発事業である「シンフォニーレジデンス東鷲宮」の２物件の分譲引渡を行いました。また、

現在開発計画をおこなっております一部の開発プロジェクト用地の評価について、たな卸資産評価損を計上

しております。 

以上の結果、売上高 1,766 百万円（前連結会計年度比：1,611 百万円減）、営業損失 622 百万円（前連結会

計年度比：991 百万円減）となりました。 

 

収益不動産開発 

収益不動産開発は、急変する不動産市況を冷静に判断し、賃貸マンション５物件、オフィスビル等６物件

を不動産投資家等へ売却を行いました。また、第４四半期の後半において、不動産業界を取巻く環境の急激

な悪化に伴い、当社グループの財務状況と急変する外部環境のバランスを勘案し、平成 21 年９月期以降に

竣工予定の開発プロジェクトの土地を一部前倒しに売却いたしました。さらに、売却目的に保有しておりま
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す販売用不動産の一部の評価について、たな卸資産評価損を計上しております。 

以上の結果、売上高 22,687 百万円（前連結会計年度比：11,639 百万円増）、営業利益 4,152 百万円（前連

結会計年度比：2,074 百万円増）となりました。 

 

（ソリューション事業） 

ソリューション事業におきましては、不動産投資家へ売却した物件は１物件、借主からの賃料収入では、保

有する賃貸マンション等において稼働率が高い水準で推移しました。また、売却目的に保有しております販売

用不動産の一部の評価について、たな卸資産評価損を計上しております。 

以上の結果、売上高 953 百万円（前連結会計年度比：166 百万円増）、営業利益 34 百万円（前連結会計年度

比：125 百万円減）となりました。 

 

（不動産ファンド事業） 

不動産ファンド事業におきましては、主に出資している不動産ファンドからの分配金を取得いたしました。 

以上の結果、売上高５百万円（前連結会計年度比：994 百万円減）、営業損失 12 百万円（前連結会計年度比：

987 百万円減）となりました。 

 

（不動産管理事業） 

不動産管理事業におきましては、分譲並びに建物管理業務の受託が、19 棟から 24 棟へ増加しました。 

以上の結果、売上高 74 百万円（前連結会計年度比：16 百万円減）、営業利益４百万円（前連結会計年度比：

24 百万円増）となりました。 

 

 ③ 次期の見通し 

当社グループの属する不動産業界は、米国株式市場の混乱から波及した世界的株価指数の急激な下落、それ

に伴う金融市場全般の信用懸念の拡大による企業業績の減速、円高のさらなる進行等の影響により、金融機関

の不動産業界への融資厳格化の姿勢に変化は見られず、不動産市況は近年稀のない環境悪化に陥り、深刻化を

極めております。そのような環境の下、当社グループといたしましては、主力の不動産開発事業において競争

優位性を有する商品企画力・デザイン力をさらに強化し、個性的で固有の特徴のある商品開発に注力する方針

で事業を推進してまいります。平成 21 年９月期における販売活動は、分譲マンションの引渡５棟、収益不動

産開発事業では６棟、ソリューション事業においては５棟の物件売却を予定しております。一方、近年稀のな

い不動産市況の急激な環境悪化に迅速に対応するために、キャッシュ・フロー重視の経営、更なる手元流動性

の確保、財務体質の健全性向上等の実践をする必要があると認識しております。その実践の初年度である平成

21 年９月期は、前連結会計年度における当期純利益の大幅減益の責任を明確にするため、役員報酬の 10％～

40％減額、さらに、販売費及び一般管理費における費用対効果の見直しを行い、一般管理費等につきまして前

連結会計年度比 20％超の削減を計画しております。 

今後におきましては、上記の施策を早期に実践し、内部留保を厚くした財務基盤により経営体質の強化を図

り、企業価値の向上に邁進する所存であります。 

   平成 21 年９月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 17,500 百万円（前期比 31.3％減）、営業利益

790 百万円（前期比 70.8％減）、経常利益 340 百万円（前期比 82.8％減）、当期純利益 400 百万円（前期比

1.0％減）を見込んでおります。また、平成 21 年９月期の個別業績見通しにつきましては、売上高 17,450 百

万円（前期比 31.1％減）、営業利益 775 百万円（前期比 70.4％減）、経常利益 335 百万円（前期比 82.2％減）、

当期純利益 395 百万円（前期比 35.3％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 

   （資産） 

当連結会計年度末の資産残高は 27,146 百万円（前連結会計年度末 30,485 百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して 3,338 百万円減少いたしました。 

流動資産は 24,828 百万円（前連結会計年度末 29,712 百万円）となり、前連結会計年度末と比較して 4,884
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百万円減少いたしました。主な要因として、第３四半期まで不動産開発事業の収益不動産開発の物件売却が計

画のとおりに推移したこと、第４四半期の後半において、不動産業界を取巻く環境の急激な悪化を受け、将来

の販売を目的として保有する販売用不動産及び未成工事支出金に計上されております一部の開発プロジェク

ト及び保有物件の評価について見直しを行い、たな卸資産評価損として 1,198 百万円計上したことにより、た

な卸資産残高が 5,398 百万円減少したこと等によります。 

固定資産は 2,318 百万円（前連結会計年度末 772 百万円）となり、前連結会計年度末と比較して 1,545 百万

円増加いたしました。主な要因として、事業方針の変更に伴い、当社保有物件を販売用不動産から有形固定資

産（建物、土地）へ振替えたことにより、有形固定資産残高が 1,479 百万円増加したこと等によります。 

 

   （負債） 

当連結会計年度末の負債残高は 23,197 百万円（前連結会計年度末 27,507 百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して 4,310 百万円減少いたしました。 

流動負債は 17,815 百万円（前連結会計年度末 18,976 百万円）となり、前連結会計年度末と比較して 1,160

百万円減少いたしました。 

固定負債は 5,381 百万円（前連結会計年度末 8,531 百万円）となり、前連結会計年度末と比較して 3,149 百

万円減少いたしました。主な要因として、不動産開発事業の分譲引渡・売却に伴い金融機関等への借入金返済

により、有利子負債（短期借入金、１年以内返済予定長期借入金、長期借入金）残高が 5,538 百万円減少し、

前受金が 886 百万円増加したこと等によります。 

 

   （純資産） 

当連結会計年度末の純資産残高は 3,949 百万円（前連結会計年度末 2,977 百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して 971 百万円増加いたしました。主な要因として、株式上場に伴う新株式の発行により、資本金並

びに資本剰余金がそれぞれ 300 百万円増加、利益剰余金が 350 百万円増加したことによります。 
 

② キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により 5,548 百万円増加、投資活動により 88 百

万円減少、財務活動により 4,992 百万円減少しております。この結果、現金及び現金同等物は 467 百万円増加

し、当連結会計年度の期末残高は 1,369 百万円（前連結会計年度比 51.9％増）となりました。 

   当連結会計年度における各活動別の主な要因は次のとおりであります。 

 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動により増加した資金は 5,548 百万円（前連結会計年度は 7,474 百万円の減少）となりました。これ

は、主な収入として税金等調整前当期純利益 1,490 百万円、前受金が 886 百万円増加し、昨今の不動産市況の

悪化を考慮し、不動産開発事業の開発用地取得を抑制したため、たな卸資産が 2,588 百万円減少、さらに、た

な卸資産評価損として 1,198 百万円を計上したこと等によります。主な支出として、有利子負債に伴う利息の

支払額 610 百万円、不動産開発事業において開発予定でありました開発用地の取得を断念したことにより、契

約違約金 434 百万円を支出したこと等によります。他に法人税等の支払額 967 百万円が影響しております。 

 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により減少した資金は 88 百万円（前連結会計年度は 70 百万円の減少）となりました。これは主に、

投資有価証券の売却による収入が 20 百万円ありましたものの、投資有価証券の取得による支出 65 百万円、敷

金・保証金の差入・差戻の差額による支出 26 百万円、有形固定資産及び無形固定資産の取得により 16 百万円

を支出したこと等によります。 
 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動により減少した資金は 4,992 百万円（前連結会計年度は 6,109 百万円の増加）となりました。これ

は主に、開発物件の分譲並びに売却に伴い長短借入金の調達額と返済額の差額が 5,338 百万円減少、株式上場

に伴う新株式の発行により 601 百万円増加したこと等によります。 
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③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年９月期 平成 19 年９月期 平成 20 年９月期 

自己資本比率（％） 7.4 9.8 14.6 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 7.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － － 3.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 9.1 

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／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※当社グループは、平成 18 年９月期及び平成 19 年９月期においては非上場であったため、時価ベースの自

己資本比率は記載しておりません。 

  ※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に記載されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

  ※キャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、平成 18 年９

月期並びに平成 19 年９月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため表示しておりません。 

 
（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、内部留保とのバランスを図りつつ

安定的な配当水準を維持することを基本方針としております。しかしながら、この度の通期業績予想の修正に

より当初予想の配当金額を維持するための利益水準を見込めず、平成 20 年９月期の期末配当予想につきまし

ては、不動産市況の急激な環境変化に迅速に対応するためには、キャッシュ・フロー重視の経営、更なる手元

流動性の確保、財務体質の健全性向上等を実践し、内部留保を厚くした財務基盤により経営体質の強化を図る

ことが重要であると判断しております。 

これに伴いまして、通期での１株当たりの配当金額は無配当とする予定であります。 

平成 21 年９月期の利益配当につきましても、内部留保を厚くした財務基盤により経営体質の強化を図るこ

とが重要であると判断し、引続き期末配当は、誠に遺憾ながら無配当の見通しであります。 

当社グループが属する不動産業界を取巻く環境は、深刻化を極めておりますが、当社グループとしましては、

「財務基盤の強化」と「収益構造の改善」を早期に実践し、株主の皆様のご期待に応えていくことに努めてま

いります。 

 
（4）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響

を及ぼす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、必ずしも事業内容その他のリスクに

該当しない事項についても、投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積

極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、

その発生の予防又は回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

 

① 経済動向・経営環境の変化について 

1) 経済状況及び不動産市況について 

当社グループは、不動産開発事業、ソリューション事業、不動産ファンド事業及び不動産管理事業を行っ

ておりますが、景気動向、金利動向、新規供給物件動向、不動産販売価格動向、不動産税制等の影響を受け

やすいため、景気見通しの悪化や、大幅な金利の上昇、供給過剰による販売価格の下落発生等、諸情勢に変

化があった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 
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実際に米国において昨年夏以降表面化したサブプライムローン問題は、さらに深刻化しており金融市場全

般に信用懸念が拡大しております。わが国の不動産市場においてもこの影響は大きく、当社グループの用地

仕入等に係る資金調達や消費者、不動産ファンド等の物件購入者の資金調達への影響が想定されます。また、

平成 20 年９月度の首都圏のマンション発売戸数は前年同月比 53.3％減、契約率 (発売戸数に対する契約戸

数の割合)も 60.1％（民間調査機関調べ）と低下しており、景気の減速感が増し需要低迷の状況にあるため、

当社グループにおいても販売価格の引下げや値引等の対応が必要となる可能性があります。 

 

2）競合について 

当社グループの主な事業エリアである東京都区部では、多数の不動産業者が事業展開しております。販売

や用地仕入等の事業活動において、これらの同業他社との競合の激化により、当初計画どおりに用地仕入を

行うことが出来なくなる場合や仕入価格の高騰により事業の採算性が低下する場合、販売不振により販売価

格の値下げを行う場合等には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 法的規制等について 

1）法的規制について 

当社グループの属する不動産業界は、「建築基準法」、｢国土利用計画法｣、｢都市計画法｣、｢宅地建物取引業

法｣等、建築や不動産取引に関わる多数の法令及び各自治体で定められる建築に関する条例等の法的規制を

受けております。また、不動産管理業においては、｢マンションの管理の適正化の推進に関する法律｣等によ

る法的規制を受けております。このため、将来におけるこれらの法的規制の改廃、大幅な変更、新法の制定

等により、事業計画の見直しの必要が生じる場合やこれらの法的規制等に定める事項に違反した場合等には、

当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2）主要事業の免許及び許認可等について 

当社グループの主要事業の事業活動に際して、以下のような免許、許認可を得ております。現在、当該免

許及び許認可等が取消となる事由は発生しておりませんが、将来何らかの理由により、このような事由が発

生し、当社グループが取得した免許、許認可が取り消された場合や更新出来なかった場合には、当社グルー

プの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

会社名 許認可等の名称 許認可番号等／有効期間 

㈱アスコット 宅地建物取引業者免許 
東京都知事免許（２）第 77547 号 

平成 16年６月 26日～平成 21年６月 25日

宅地建物取引業者免許 
東京都知事免許（２）第 81353 号 

平成 19年 11月９日～平成 24年 11月８日
㈱アスコットコミュニティ 

マンション管理業者登録 
国土交通大臣（１）第 032682 号 

平成 16年７月 30日～平成 21年７月 29日

       なお、宅地建物取引業免許については、宅地建物取引業法第 66 条等に該当する場合や犯罪収益移転防止

法 16 条等に該当する場合に、免許が取消される可能性があります。また、マンション管理業登録について

は、マンション管理の適正化の推進に関する法律第 47 条等に該当する場合に、登録が取消される可能性が

あります。 

 

3）「住宅品質確保促進法」の施行について 

平成 12 年４月１日より、不動産開発事業にかかる新たな法的規制として「住宅の品質確保の促進等に関す

る法律」が施行されております。同法は、家屋の基本構造部分に欠陥があった場合に、消費者に対する無償

修理及び補償を 10 年間義務付けており、将来、当社の販売したマンションにおいて同法の定める要件に該

当する事実が発生した場合は、その無償修理及び補償内容の程度によっては、当社グループの業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 
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③ 財政状態及び経営成績について 

1）開発用地取得及び建築コストの上昇について 

当社グループの不動産開発事業においては、土地の仕入の成否が業績に影響を及ぼします。当社グループ

は、開発用地の情報を、不動産仲介業者、事業会社、金融機関等の情報ルートを活用して入手し、立地条件、

周辺環境、権利関係及び仕入価格等の調査・分析を行い、当該用地の近隣価格の情報を収集するとともに、

社内でも仕入価格の妥当性を検討しております。しかしながら、優良な不動産情報の入手が困難になった場

合や同業他社との競合等により開発用地の仕入が想定通り実施できない場合、又は周辺相場より高い価格で

購入せざるを得ないような場合は、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。加えて、建設

会社の受注価格や棒鋼、Ｈ型鋼等の建築資材価格が上昇し高止まり傾向にあることなど、建築コストの上昇

は、売上総利益率の低下や分譲マンション販売価格の上昇によるマンション購入顧客の購買意欲の減退等に

より、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2）有利子負債への依存について 

当社グループの不動産開発事業並びにソリューション事業における用地取得、物件取得費等のプロジェク

ト資金は、主として金融機関からの借入金によって調達しております。そのため業容の拡大に伴い、貸借対

照表上のたな卸資産が増加し、有利子負債が増加する傾向にあります。その結果、当連結会計年度末現在の

総資産に占めるたな卸資産(販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金の合計)の割合は 83.6％、負

債・純資産合計に占める有利子負債の割合は 65.0％と決して低い水準ではありません。このため、金融情勢

の変化等何らかの要因により、金利変動が生じた場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

3）財務制限条項について 

当社が金融機関から借入を実行する場合、各事業年度の決算期末における貸借対照表上の純資産の部の金

額や各事業年度における損益計算書上の経常損益を基準とした財務制限条項が付される場合があります。当

連結会計年度末現在において、金融機関から借入を実行し財務制限条項が付されている借入金は 720 百万円

であります。この財務制限条項に抵触し、期限の利益を喪失した場合や支払金利が上昇した場合等には、当

社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

4）業績の変動要因について 

当社グループの不動産開発事業及びソリューション事業における不動産の売却収入は、不動産売買契約締

結後、顧客への引渡しが完了した時点で売上を計上しております。そのため、当社グループの業績を四半期

ごとに比較した場合、マンションの竣工や引渡しのタイミングにより売上高及び経常利益、当期純利益が変

動するため、四半期ごとの業績は必ずしも他の四半期の業績と比較して均一にはならず、各四半期の業績の

偏重の度合は過年度の四半期業績と同様になるとは限りません。また、販売の不振、不動産売買契約締結後

のキャンセル、建築工期の遅延や建築確認手続の遅延等により引渡し時期が各決算期末を越えた場合には、

当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

5）販売用不動産の評価に関する会計処理の適用について 

当社グループの不動産開発事業及びソリューション事業において取得した不動産について、経済情勢や不

動産市況の悪化等により販売用不動産としての価値が大きく減少した場合には、たな卸資産の簿価切下げ処

理に伴う損失が発生し、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当連結会計年度におきましては、販売用不動産及び仕掛販売用不動産において 1,198 百万円のたな卸資産

評価損を計上しております。 

 

6）減損会計の適用について 

当社グループは、平成 18 年９月期より「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」を適用しております。当連結会計年度末において当社保有物件や不動産ファンド事業に

おける出資先について減損の兆候が見られる固定資産はありませんが、経済情勢や不動産市況の悪化、借主
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の退去等により賃貸用不動産の収益性が低下した場合や不動産ファンド事業における出資先の収益が悪化

した場合等には減損処理が適用され、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 取引先について 

1）特定取引先（販売代理会社）への依存について 

当社グループの開発する分譲マンション「アスコットパーク」シリーズの大半は、販売代理基本契約を締

結している㈱グローバル住販を通じて販売しております。当社グループと同社とは良好な関係を継続してお

りますが、不動産開発事業の拡大を考慮し、新たな販売代理会社の開拓を推進しております。しかしながら、

同社との取引関係を維持出来なくなった場合、新たな販売代理会社を開拓出来なかった場合及び当該販売代

理会社によるマンションの販売が進捗しなかった場合等には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

2）建築工事の外注について 

当社グループは、建築工事及び改装、改修工事を外注しております。当社グループでは、外注委託先の経

営能力、財務能力、品質及び過去の取引実績等を総合的に勘案した上で決定しており特定の発注先に限定し

ておりません。また、工事着工後には、品質管理及び工期遅延防止のため、「品質マネジメントシステム」

を構築し、引渡しに至るまでの品質検査、工期スケジュールチェック等を実施しております。しかしながら、

工事中の思わぬ事故、外注委託先の倒産や請負契約の不履行等が発生した場合には、プロジェクト計画通り

の開発に支障をきたす可能性があり、その場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑤ 当社の経営体制について 

1）特定人物への依存について 

当社の大株主であり、代表取締役社長である加賀谷愼二は、知識、ノウハウ、経営判断能力等を活かして、

当社グループの経営方針や戦略の決定及び事業推進において重要な役割を果たしております。このため今後

何らかの要因により、取締役としての業務執行が困難になった場合には、当社グループの業績等に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

2）人材の確保・育成について 

当社グループは、競争激化する不動産業界において既存事業を継続的に運営し、また、新規事業の発展に

向けて取り組むためには、有能な人材を確保し成長への基盤とする必要があります。しかしながら、競合他

社との人材獲得競争が激化し当社グループの求める人員の確保ができない場合や現在在職している役職員

が退職するような場合等には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 構造計算書の偽造問題への対応について 

平成 17 年 11 月に発覚した構造計算書偽造問題に端を発し、建築物件に対する不信感が社会的に広まってお

ります。当社グループにおいては、事件発覚以降、速やかに既販売物件の構造計算書について２重チェックで

の確認等を行い、全物件に関して構造計算書の偽装はないことを確認しております。また、今後取得する不動

産についても随時調査を行い問題がないことを確認することとしております。しかしながら、構造計算書の偽

造等、建物の構造に関わる問題が発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 土壌汚染対策等について 

土地の汚染調査や汚染の除去等の安全対策を義務付けた「土地汚染対策法」が平成 15 年２月 15 日施行され

ました。当社グループの不動産開発事業における土地仕入に際しては、当該土地の過去の地目、所有者、住宅

地図等から地歴を調査し、当該土地について土壌汚染の有無を検討しております。当該土地において過去に工

場等の存在が確認され、汚染の可能性がある場合は土壌汚染調査を行い、土壌汚染が判明した場合には専門業

者による汚染原因の除去等を実施しております。これらの土壌汚染対策費用については、原則として売主によ

る費用負担として不動産売買契約書に定めておりますが、当該土地の近隣地からの汚染物質の流入による二次
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汚染等の売主の責に帰さない事由による土壌汚染については、当社で費用負担する場合があります。当社が取

得を予定している土地や既に取得した事業用地において、土壌汚染が発見された場合、追加的な土壌汚染対策

費用の発生や土壌汚染の除去工事による建築スケジュールの遅延等が、当社グループの業績等に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑧ 開発物件に対する周辺住民からの訴訟等について 

当社グループが事業化する開発物件については、関係する法律、自治体の条例等を十分検討したうえで、周

辺環境との調和を重視した開発計画を立案するとともに、周辺住民に対し事前に説明会を実施するなど十分な

対応を講じております。しかしながら、事業化する開発物件において、土壌汚染、当該近隣地域の日照・眺望

問題等の発生に起因する開発遅延や、開発段階における建設中の騒音、物件の瑕疵の発見、管理状況に対する

オーナーからのクレーム、入退去時の居住者とのトラブル等の発生を理由とする又は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、その場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨ 個人情報の漏洩について 

当社グループは、多数のお客様の個人情報等をお預かりしております。当社グループでは、プライバシーマ

ーク（個人情報保護の日本工業規格 JIS Q15001:1999 認定番号 A700010（01））を取得しており、個人情報

については、厳重に管理しております。また、社内の情報管理システムを強化するとともに、従業員等に対す

る教育・研修等により情報管理の重要性の周知徹底を行っております。しかしながら、これらの対策にもかか

わらず個人情報が外部に漏洩した場合には、当社グループの社会的信用等に影響を与え、業績等に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑩ 新株予約権の付与、株式価値の希薄化について 

当社グループは役職員の業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストック・オプション

制度を導入しております。今後、ストック・オプションの行使がなされた場合、当社の１株当たりの株式価値

は希薄化し、当社株式の株価次第では、短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成が影響を受ける可能

性があります。また、今後も有能な人材確保を目的として、インセンティブとしてストック・オプションを継

続的に付与することを検討しており、これらによって、更なる株式価値の希薄化が生じる可能性があります。

なお、当連結会計年度末現在、発行済株式総数 6,405,000 株に対してストック・オプションによる潜在株式数

は 161,800 株（潜在株式比率 2.5％）となっております。 

 

⑪ 偶然不測の事故・自然災害について 

火災、落雷、大雨及び地震等の天災や戦争、暴動、テロ等の人災により、当社グループの開発物件及び当社

が保有している物件について滅失、劣化又は毀損等が生じた場合、当社グループの業績等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 

当社グループは、当社（㈱アスコット）、連結子会社１社（㈱アスコットコミュニティ）及び持分法適用関連

会社１社より構成されており、東京都都心エリアを中心に「不動産開発」、「ソリューション」、「不動産ファンド」、

「不動産管理」を主たる事業としております。 

当社グループの事業の位置付けと事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 

〔事業系統図〕 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

①ＰＭ（プロパティマネジメント） 

建物や設備のメンテナンス業務を指示するだけでなく、テナント管理やコスト管理、収益性を高めるためのリニューアル

のコンサルティングなどを行うこと。 

②ＢＭ（ビルマネジメント） 

建物の価値を 大化するための収益確保、運営、管理、改修、模様替工事等の総合的なマネジメントを行うこと。 

③プロジェクトマネジメント 

   開発プロジェクトの企画段階から関与し、プロジェクト完了まで企画設計等をマネジメントしていく活動のこと。 
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（不動産開発事業） 

当社グループの不動産開発事業は、分譲マンション開発と収益不動産開発に区分されております。 

分譲マンション開発 

東京都内を中心に、当社グループブランドであるデザイナーズマンション「アスコットパーク」シリーズ*1

の企画、開発を行っております。 

「アスコットパーク」の特徴といたしましては、多様なデザイナーやインテリアショップとのコラボレー

ションにより、個性的かつ高品質な生活空間を一般顧客に提供できるよう努めており、内装・設備を自由に

選べる「セミオーダーポイントシステム」*2 を採用することでお客様へ付加価値を提供し、20 年・30 年を経

過しても色褪せることのない分譲マンション開発を追求しております。また、当社グループは、販売部門を

設置しておらず、販売委託会社をとおして一般顧客へ分譲販売を行っております。 

さらに、物件の規模によっては、当社単独での事業化リスクを勘案の上、共同事業方式を行い、開発用地

仕入等にかかる資金負担を軽減し、当社グループの長所である企画、開発に特化しております。 

   *1 「アスコットパーク」シリーズ 

東京駅から主に半径１～５ｋｍ圏内であり都会生活を楽しめ、交通の利便性の高い東京都内を中心に

中小規模の企画開発を行い、主に 10 階～15 階建て総戸数 30 戸～80 戸の分譲マンションシリーズであり

ます。購入者のターゲット層は、20 歳代～40 歳代の一次取得者としており、 寄駅からの時間は、全 29

棟のほとんどが徒歩 10 分以内、75％超が５分以内に位置しております。当社の企画開発する「アスコッ

トパーク」シリーズは１物件ごとに個性を持たせる工夫をし、細部にこだわり、新しい価値・創造を提

供しております。 

*2 セミオーダーポイントシステム 

お客様へ購入時にポイントを提供し、そのポイントを利用することでインテリアの設計変更や設備な

どのアイテムを自由に選択することができるシステムです。 

 

収益不動産開発 

東京都内及び地方主要都市において、分譲マンション開発で培った企画開発力を駆使して賃貸マンション

（「ＯＺＩＯ」シリーズ*3 ）、オフィスビルを開発し、竣工後に不動産投資ファンドや不動産投資家等へ売却

することを目的とした事業であります。当社グループの収益戦略上、テナント募集を行った上で収益力を高

め売却する場合もあり、当社グループ保有期間において借主より賃貸料を収受しております。竣工した物件

には、連結子会社の㈱アスコットコミュニティにおいて、ＰＭ（プロパティマネジメント）及びＢＭ（ビル

マネジメント）業務を行い、当該物件の資産価値のさらなる向上を図っております。 

*3 「ＯＺＩＯ」シリーズ 

当社グループの賃貸マンションブランドとしてシリーズ化しており、「アスコットパーク」と同様に中

小規模かつ利便性の高い立地に展開し、賃貸マンションの新しいライフスタイルを提案するデザインや

間取りなど個性を重視した企画設計をしております。また、メンテナンスにかかるコストが低下するよ

う工夫した設計を施し、収益性の高い賃貸マンションを追求し提供しております。 

 

（ソリューション事業） 

経年で資産価値の低下した収益性の改善が可能な既存の賃貸マンション、オフィスビルを取得し、土地や建

物の潜在価値を見出し効率的な改装・改修を行うことや、リーシングにより稼働率の向上を図ることで総合的

なバリューアップを行い不動産投資ファンドや投資家等へ売却しております。具体的な事例といたしましては、

老朽化とセキュリティに問題のある案件に対して、セキュリティ設備の強化、内装の改修を行い、更にペット

共生型のコンセプトを付加することにより、資産価値を高めた事例があります。また、収益不動産開発と同様

に、当社グループの収益戦略に基づいて、取得後、売却までの保有期間に借主より賃貸料の収受を行っており、

当該物件の資産価値の向上を図るため、連結子会社の㈱アスコットコミュニティによりＰＭ（プロパティマネ

ジメント）及びＢＭ（ビルマネジメント）業務を行っております。 

 

（不動産ファンド事業） 

  他社が組成する不動産ファンドに出資し、配当やキャピタルゲインを取得しております。また、出資以外に
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も他不動産ファンドの不動産購入時に、対象物件の事前調査や企画開発に関するアドバイス等を行うプロジェ

クトマネジメントを受託しております。 

 

（不動産管理事業） 

当社グループでは連結子会社の㈱アスコットコミュニティにおいて、不動産管理事業を行っております。主

に当社の分譲したマンション等の組合管理業務や、企画開発した賃貸マンションやオフィスビル等のＰＭ（プ

ロパティマネジメント）及びＢＭ（ビルマネジメント）業務を展開しており、資産価値を向上させる効率的で

質の高い管理業務を提供しております。 

 

３．経営方針 

（1）会社経営の基本方針 

当社グループは、「人と人の間に豊かな空間を創造する」をグループ共通の経営理念として掲げております。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、財務的安定及び継続的成長を実現する指標として、「自己資本比率 20.0％以上」、「ＤＥレ

シオ 3.0 倍未満」及び「売上高経常利益率 15.0％」を目指し、達成に邁進していきたいと考えております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

今後の当社グループの中長期的な会社の戦略は、「財務基盤の強化」と「収益構造の改善」に向け、以下の

施策に取り組んでまいります。 

① 財務基盤の強化について 

1）取引金融機関からの融資枠の拡大 

2）保有たな卸資産の早期売却による手許資金の確保 

 

② 収益構造の改善について 

1）東京都心エリアにおける優良開発用地の取得による開発プロジェクト収支の向上 

2）販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減 

3）有利子負債残高圧縮による支払利息等の費用削減 

 

（4）会社の対処すべき課題 

今後の不動産業界の見通しといたしましては、年明け早々からの原油高に伴う建築資材価格の高騰、サブプ

ライムローン問題に起因する米国経済の景気後退に伴う金融市場の混乱等の影響、地価並びに建築資材の高騰

による開発コストの上昇等により、不動産業界は近年稀にない厳しい環境下におかれております。 

当社グループは、このような環境に迅速に対応し永続的成長の実現、企業価値の向上を図るためには、特に

以下の課題の克服を経営の 優先課題として捉え対処してまいります。 

 

  ① 財務体質の強化 

当社グループの自己資本比率は、当連結会計年度末で 14.6％となっており、手許流動性資金は決して高くあ

りません。当社グループの資金調達の大半は、各プロジェクト開発に適した金融機関及び手法を選択して調達

しております。今後は、財務健全性向上が経営の 優先課題と認識し、取引金融機関からの融資枠の拡大、保

有たな卸資産の早期売却による手許資金の確保、間接金融だけでなく直接金融による資金調達を行うことで、

資金調達源泉の幅を広げることによりたな卸資産残高及び有利子負債依存度を低減させ財務体質の強化を図

ってまいります。また、シンジケートローンの活用及びコミットメント・ラインの締結により長期的な安定資

金の確保を目指してまいります。 

 

  ② コーポレートガバナンスの充実 

当社グループが属する不動産業界は、不動産の金融商品化が進み不動産事業にかかる法令や各種業務に伴い

発生するリスクは著しく多様化、高度化し、その影響は増大しております。また、企業の社会的責任も増大し
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てきており、企業は自身の責任と判断でそのリスクを管理し、収益を上げていくことが必要になってきており

ます。当社グループは、多様化するリスクを正確に把握し、業務が適正かつ効率的に遂行される仕組みである

「内部統制システムの構築」を進めるとともに、コンプライアンスの強化を 重要視した経営管理体制の構築

に取組んでいきます。 

 

  ③ 企画開発力の強化 

当社グループの不動産開発事業の各プロジェクトは、その土地の文化・歴史・周辺環境を 大限に生かした

コンセプトにより企画設計されており、それぞれが個性的で固有の特徴を有しております。このように地域と

共有し、なお且つ個性的な企画開発をメインテーマと位置付け、さらにアフターサービスの充実により当社ブ

ランドの信用力の増大を図り、高付加価値の実現に邁進していく方針であります。 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

   当社は、平成 19 年１月 19 日の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議しており

ます。 

   具体的な内部牽制機関としましては、代表取締役直轄の「コンプライアンス室」を設置し、年度監査計画に

沿って被監査部門に対して内部監査を行っております。内部監査の業務内容は、書面上の監査・往査を実施し、

代表取締役社長宛に内部監査報告書を提出後、被監査部門に対する改善に努めております。 

また、当社の監査役の員数は常勤監査役２名及び非常勤監査役２名で全て社外監査役であります。常勤監査

役は、執行役員会のほか社内の重要会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、取締役の業務の実行に

ついて、適法性、妥当性の監査を行っております。さらに、常勤監査役は、適時、会計監査人及びコンプライ

アンス室と連携して実効性のある監査役監査を実施しております。 

 

（6）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １. 現金及び預金  1,020,993 1,467,596  446,602

 ２. 売掛金  10,370 25,160  14,790

 ３. 販売用不動産 ※１ 6,871,943 7,257,853  385,910

 ４. 仕掛販売用不動産 ※１ 19,130,916 14,328,590  △4,802,325

 ５. 未成工事支出金 ※１ 2,081,748 1,100,000  △981,748

 ６. 前払費用  271,694 297,235  25,540

 ７. 繰延税金資産  102,024 128,115  26,091

 ８. その他  222,624 223,699  1,074

流動資産合計  29,712,314 97.5 24,828,251 91.5 △4,884,063

Ⅱ 固定資産    

 １. 有形固定資産    

（1）建物 ※１ 57,965 1,076,965   

    減価償却累計額  7,928 50,037 52,971 1,023,993  973,956

（2）土地  － 524,161  524,161

（3）その他 ※１ 74,834 62,986   

    減価償却累計額  28,307 46,527 35,318 27,667  △18,859

   有形固定資産合計  96,564 0.3 1,575,823 5.8 1,479,258

 ２. 無形固定資産  14,713 0.0 13,074 0.0 △1,639

 ３. 投資その他の資産    

（1）投資有価証券  253,445 504,553  251,108

（2）その他の関係会社 

有価証券 
 237,389 34,306  △203,082

（3）繰延税金資産  1,560 4,291  2,731

（4）その他  169,217 186,580  17,363

   投資その他の資産合計  661,612 2.2 729,732 2.7 68,120

固定資産合計  772,890 2.5 2,318,630 8.5 1,545,740

  資産合計  30,485,204 100.0 27,146,881 100.0 △3,338,323
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前連結会計年度 

（平成19年９月30日） 

当連結会計年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １. 支払手形及び買掛金  2,471,362 2,509,595  38,233

 ２. 短期借入金 ※１ 1,761,201 4,240,368  2,479,167

３. １年以内返済予定 

長期借入金 
※１ 12,891,465 8,234,304  △4,657,161

４. １年以内償還予定社債  200,000 －  △200,000

 ５. 未払金  88,305 161,801  73,495

 ６. 未払法人税等  543,536 706,481  162,945

 ７. 預り金  23,805 32,227  8,421

 ８. 前受金  812,753 1,699,422  886,669

 ９. 賞与引当金  24,402 18,608  △5,794

 10. その他 ※２ 159,255 212,858  53,602

流動負債合計  18,976,087 62.2 17,815,667 65.6 △1,160,420

Ⅱ 固定負債    

 １. 長期借入金 ※１ 8,331,391 5,171,325  △3,160,066

 ２. その他  200,378 210,578  10,200

固定負債合計  8,531,769 28.0 5,381,903 19.8 △3,149,866

  負債合計  27,507,857 90.2 23,197,570 85.4 △4,310,286

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １. 資本金  337,498 1.1 638,128 2.3 300,630

 ２. 資本剰余金  43,500 0.2 344,120 1.3 300,620

 ３. 利益剰余金  2,596,349 8.5 2,946,422 10.9 350,073

株主資本合計  2,977,347 9.8 3,928,670 14.5 951,323

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券 

評価差額金 
 － － 20,639 0.1 20,639

評価・換算差額等合計  － － 20,639 0.1 20,639

純資産合計  2,977,347 9.8 3,949,310 14.6 971,963

負債純資産合計  30,485,204 100.0 27,146,881 100.0 △3,338,323
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（2）連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高  16,309,681 100.0 25,487,959 100.0 9,178,277

Ⅱ 売上原価 ※１ 11,717,475 71.8 21,039,988 82.5 9,322,512

  売上総利益  4,592,205 28.2 4,447,970 17.5 △144,234

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,804,070 11.1 1,743,732 6.9 △60,338

  営業利益  2,788,135 17.1 2,704,238 10.6 △83,896

Ⅳ 営業外収益    

 １. 受取利息  2,319 4,269   

 ２. 受取配当金  154 3,593   

 ３. 契約違約金収入  5,082 9,422   

 ４. 受取助成金  1,200 －   

 ５. 保険解約返戻金  － 16,868   

 ６. その他  890 9,646 0.0 1,532 35,686 0.1 26,039

Ⅴ 営業外費用    

 １. 支払利息  509,288 631,541   

 ２. 支払手数料  128,834 76,998   

 ３. 株式公開費用  － 56,071   

 ４. その他  923 639,046 3.9 2,025 766,637 3.0 127,590

  経常利益  2,158,735 13.2 1,973,287 7.7 △185,448

Ⅵ 特別利益    

 １. 固定資産売却益 ※３ － 204   

 ２. 受取立退料  3,500 3,500 0.0 － 204 0.0 △3,295

Ⅶ 特別損失    

 １. 固定資産売却損 ※４ － 196   

 ２. 固定資産除却損 ※５ 823 866   

 ３. 新株発行費償却  1,329 －   

 ４. 社債発行費償却  2,463 －   

 ５. 和解金  7,436 －   

 ６. 契約違約金損失  － 449,000   

 ７. その他  － 12,052 0.0 33,226 483,289 1.9 471,237

  税金等調整前当期純利益  2,150,183 13.2 1,490,202 5.8 △659,981

 法人税、住民税及び事業税  866,594 1,129,062   

 法人税等調整額  33,853 900,447 5.5 △42,983 1,086,078 4.2 185,630

 当期純利益  1,249,735 7.7 404,123 1.6 △845,611

 



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 18 - 

（3）連結株主資本等変動計算書 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 株主資本 新株予約権 純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計   

平成18年９月30日残高（千円） 256,000 10,510 1,394,049 1,660,559 490 1,661,049 

連結会計年度中の変動額       

 新株の発行 81,498 32,990 － 114,488 － 114,488 

 新株予約権の行使 － － － － △490 △490 

 剰余金の配当 － － △47,434 △47,434 － △47,434 

 当期純利益 － － 1,249,735 1,249,735 － 1,249,735 

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 
81,498 32,990 1,202,300 1,316,788 △490 1,316,298 

平成19年９月30日残高（千円） 337,498 43,500 2,596,349 2,977,347 － 2,977,347 

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 株主資本 
評価・換算 

差  額  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 
 

平成19年９月30日残高（千円） 337,498 43,500 2,596,349 2,977,347 － 2,977,347 

連結会計年度中の変動額       

 新株の発行 300,630 300,620 － 601,250 － 601,250 

 剰余金の配当 － － △54,050 △54,050 － △54,050 

 当期純利益 － － 404,123 404,123 － 404,123 

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
－ － － － 20,639 20,639 

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 
300,630 300,620 350,073 951,323 20,639 971,963 

平成20年９月30日残高（千円） 638,128 344,120 2,946,422 3,928,670 20,639 3,949,310 
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  2,150,183 1,490,202  

減価償却費  102,240 147,076  

繰延資産償却額  4,657 1,523  

長期前払費用償却  2,052 453  

賞与引当金の増減額（△:減少）  △11,994 △5,794  

受取利息及び受取配当金  △2,474 △7,863  

支払利息  509,288 631,541  

受取立退料  △3,500 －  

支払和解金  7,436 －  

固定資産売却益  － △204  

固定資産売却損  － 196  

固定資産除却損  823 866  

投資有価証券評価損  － 29,999  

リース契約解約損失  － 3,226  

契約違約金損失  － 449,000  

たな卸資産評価損  － 1,198,716  

売上債権の増減額（△:増加）  △2,381 △14,790  

たな卸資産の増減額（△:増加）  △9,720,820 2,588,999  

匿名組合出資金等の増減額（△:増加）  219,514 1,774  

仕入債務の増減額（△:減少）  2,102,493 38,233  

未払金の増減額（△:減少）  △84,495 60,481  

預り金の増減額（△:減少）  △1,540,892 8,421  

前受金の増減額（△:減少）  5,098 886,669  

その他流動資産の増減額（△:増加）  △112,614 14,551  

その他固定資産の増減額（△:増加）  △250 －  

その他流動負債の増減額（△:減少）  75,954 23,503  

その他固定負債の増減額（△:減少）  143,762 10,200  

小計  △6,155,918 7,556,985 13,712,904 

利息及び配当金の受取額  2,470 7,863  

利息の支払額  △506,697 △610,685  

立退料の受取  3,500 －  

和解金の支払  △7,436 －  

契約違約金の支払  － △434,500  

その他  － △3,386  

法人税等の支払額  △809,952 △967,907  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,474,034 5,548,369 13,022,404 
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前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記

番号

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  12,002 92,180  

定期預金の預入による支出  △18,190 △115,176  

定期積金の払戻による収入  8,500 44,500  

定期積金の預入による支出  △19,000 △30,500  

有形固定資産の取得による支出  △16,390 △15,800  

無形固定資産の取得による支出  △7,502 △681  

投資有価証券の売却による収入  5,000 20,000  

投資有価証券の取得による支出  △30,000 △65,000  

出資金の差入による支出  △100 －  

敷金・保証金の差戻による収入  1,219 10,000  

敷金・保証金の差入による支出  △924 △36,548  

その他  △5,002 8,732  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △70,388 △88,293 △17,905 

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額  867,874 2,479,167  

長期借入れによる収入  15,687,300 8,180,900  

長期借入金の返済による支出  △10,511,001 △15,998,127  

社債償還による支出  － △200,000  

株式の発行による収入  113,133 601,250  

配当金の支払額  △47,434 △54,050  

その他  － △1,599  

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,109,870 △4,992,460 △11,102,331 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△:減少）  △1,434,552 467,615 1,902,167 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,336,328 901,775  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 901,775 1,369,391  
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１. 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

  ㈱アスコットコミュニティ 

  なお、前連結会計年度において連結子会

社であった㈱ＡＳアセットマネジメント

は、平成 19 年３月 15日付で当社が吸収

合併しており、合併時の損益計算書につ

いては連結しております。 

連結子会社の数 １社 

  ㈱アスコットコミュニティ 

 

２. 持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数 ２社 

  205WEST147TH STREET LLC 

  とみぐすくプロジェクト特定目的会社 

  なお、前連結会計年度において、持分法

適用の関連会社であった「㈲レト・イン

ベストメント」は、持分を地位譲渡した

ため持分法適用の関連会社から除いてお

ります。また、上記２社は、新たに持分

を取得したため、当連結会計年度より持

分法適用の関連会社に含めております。

持分法適用の関連会社数 １社 

  205WEST147TH STREET LLC 

  なお、前連結会計年度において、持分法

適用の関連会社であった「とみぐすくプ

ロジェクト特定目的会社」は、持分を地

位譲渡したため持分法適用の関連会社か

ら除いております。 

３. 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

すべての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。 

同左 

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 

(イ) 時価のあるもの 

─────── 

 
 

 

 

(ロ) 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。また、匿名組合出資金等に

ついては（8）②匿名組合出資金等の

会計処理に記載しております。 

 

① 有価証券 

    その他有価証券 

(イ) 時価のあるもの 

   連結会計年度の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、売却原価は主と

して移動平均法により算定）を採用し

ております。 

(ロ) 時価のないもの 

同左 

 

 

 

  ② デリバティブ 

  時価法を採用しております。 

 ② デリバティブ 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

  ③ たな卸資産 

(イ) 販売用不動産・仕掛販売用不動産 

個別法による原価法を採用しており

ます。また、賃貸中の建物については

定額法にて減価償却を行っておりま

す。なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物        28～47年 

 ③ たな卸資産 

(イ) 販売用不動産・仕掛販売用不動産 

同左 

  (ロ) 貯蔵品 

   終仕入原価法を採用しております。

 (ロ) 貯蔵品 

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 

定率法を採用しております。ただし、平

成 10 年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額

法によっております。主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物         ８～47年 

   その他       ３～15年 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社

利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 ① 社債発行費 

  支出時に全額費用処理しております。 

 ② 株式交付費 

  支出時に全額費用処理しております。 

① 社債発行費 

同左 

 ② 株式交付費 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。 

 （追加情報） 

 なお、当連結会計年度より年俸制の導入に

伴い、年俸対象者を除いた従業員に対して

引当金の計上を行っております。 

賞与引当金 

同左 

 

 

 

─────── 

 
 

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 

 

(6) 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 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワップ

については、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 

  借入金の金利変動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引を行っておりま

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 

  金利スワップ取引の目的と範囲を限定

し、投機目的やトレーディング目的のた

めに、これを利用しない方針でありま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理の要件を満たす金利スワップ

については、有効性の評価を省略してお

ります。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

(8) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

  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、当連結会計年度の費

用として処理しております。 

 ② 匿名組合出資金等の会計処理 

  匿名組合等の損益のうち当社グループ

に帰属する持分相当損益については、

「売上高」又は「売上原価」に計上する

とともに匿名組合出資金等を加減する

方法としております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 ② 匿名組合出資金等の会計処理 

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 

 

６. 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 
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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 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準（「企業結合

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

15年10月31日））及び「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号平成 17 年 12 月 27 日）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号平成17年12月27日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 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）により、当連結

会計年度より、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。 

 

──────── 

 

（社債発行費） 

 従来、繰延資産に計上し３年均等償却をしておりましたが、

将来における金融費用負担の増大を考慮し、財務内容の一層の

健全化を図ることを目的として、当連結会計年度より支出時に

全額費用として処理する方法に変更いたしました。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 

 

（株式交付費） 
 従来、繰延資産に計上し３年均等償却をしておりましたが、

将来における金融費用負担の増大を考慮し、財務内容の一層の

健全化を図ることを目的として、当連結会計年度より支出時に

全額費用として処理する方法に変更いたしました。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、流動資産の「仕掛販売用不動産」

に含めていた「未成工事支出金」は、総資産の100分の１を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。

なお、前連結会計年度の流動資産の「仕掛販売用不動産」に含

まれる「未成工事支出金」は135,987千円であります。 

 

──────── 

 

 

──────── 

 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」に含め

ていた「土地」は、総資産の100分の１を超えたため、当連結

会計年度より区分掲記することとしました。なお、前連結会計

年度の有形固定資産の「その他」に含まれる「土地」は12,337

千円であります。 

 

──────── 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外収益の「受取助成金」は、

重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」へ含める

こととしました。なお、当連結会計年度の営業外収益の「その

他」に含まれる「受取助成金」は400千円であります。 

 

  追加情報 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

 

──────── 

 

（固定資産） 

 従来、販売用不動産として保有していた物件（建物1,014,379

千円、土地511,824千円）については、事業方針の変更に伴い

固定資産へ振替えております。この変更による損益に与える影

響はありません。 

 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これに

よる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

  （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

(平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(平成20年９月30日) 

※１ 担保に提供している資産 

  ①担保提供資産 

販 売 用 不 動 産 6,871,873千円

仕掛販売用不動産 16,899,208千円

未成工事支出金 123,604千円

建 物 18,248千円

有形固定資産（その他） 12,337千円

 計 23,925,271千円

  ②対応債務 

短 期 借 入 金 1,410,000千円

１年以内返済予定長期借入金 12,879,835千円

長 期 借 入 金 8,076,391千円

 計 22,366,227千円

  

※１ 担保に提供している資産 

  ①担保提供資産 

販 売 用 不 動 産 7,122,530千円

仕掛販売用不動産 11,074,835千円

建 物 977,269千円

土 地 511,824千円

 計 19,686,459千円

  

 ②対応債務 

短 期 借 入 金 3,034,700千円

１年以内返済予定長期借入金 8,155,972千円

長 期 借 入 金 4,995,768千円

 計 16,186,440千円

  
※２ 

──────── 

 

※２ 未収消費税等及び未払消費税等の表示 

   仮払消費税及び仮受消費税等は相殺のうえ、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。

 

 ３ 

──────── 

 

３ 財務制限条項 

   平成20年９月30日に金融機関と特定プロジェクトに関

して総額720百万円の借入を実行しております。この借

入契約（平成20年９月30日～平成22年８月31日）には以

下の財務制限条項が付されております。 

   ①損益計算書上の経常損益に関して２期連続して経常損

失を計上しないこと。 

   ②貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前決算

期の末日又は平成19年９月に終了する決算期の末日に

おける貸借対照表の純資産の合計金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上に維持すること。 
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  （連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

※１  

──────── 

 

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

 1,198,716千円 

※２ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 182,872千円

給与手当 354,455千円

賞 与 22,203千円

販売代理手数料 174,810千円

広告宣伝費 238,920千円

減価償却費 21,365千円

長期前払費用償却 2,052千円

賞与引当金繰入額 24,402千円

  

※２ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 196,904千円

給与手当 384,908千円

賞 与 22,339千円

販売代理手数料 66,251千円

広告宣伝費 274,296千円

減価償却費 20,729千円

長期前払費用償却 453千円

賞与引当金繰入額 18,608千円

  
※３  

──────── 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

有形固定資産（その他） 204千円

  
※４  

──────── 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

有形固定資産（その他） 196千円 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

有形固定資産（その他） 799千円

無形固定資産 23千円

 計 823千円

  

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

有形固定資産（その他） 866千円

  

 

 

  （連結株主資本等変動計算書関係） 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30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 

の株式数 

（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 

の株式数 

（株） 

発行済株式数     

 普通株式 6,940 47,110 － 54,050 

合  計 6,940 47,110 － 54,050 

自己株式     

 普通株式 － － － － 

合  計 － － － － 

（注）当連結会計年度増加株式数のうち、平成19年６月15日付の第三者割当増資よる新株式発行が160株、平成19年８

月31日付の第三者割当増資による新株式発行165株、平成19年３月１日付で普通株式１株を３株に分割、平成19

年９月28日付で普通株式１株を２株に分割したことに伴う増加40,905株、平成19年７月30日に新株引受権の行

使による新株発行5,880株による増加であります。 
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２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 
前連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計 

年度末残高 

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成12年 

新株引受権 
普通株式 5,880 － 5,880 － － 

合  計 － 5,880 － 5,880 － － 

（注）平成19年３月１日付の株式分割（１：３）の効力発生により、新株予約権の目的となる株数の数が調整されており

ますが、上記は調整後の内容です。 

 

３. 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12月 25日 

定時株主総会 
普通株式 47,434 6,835 平成18年９月30日 平成18年12月 26日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力日が翌連結会計年度となるもの 

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12月 25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 54,050 1,000 平成19年９月30日 平成19年12月26日

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30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 

の株式数 

（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 

の株式数 

（株） 

発行済株式数     

 普通株式 54,050 6,350,950 － 6,405,000 

合  計 54,050 6,350,950 － 6,405,000 

自己株式     

 普通株式 － － － － 

合  計 － － － － 

（注）当連結会計年度増加株式数のうち、平成 20 年３月 31 日付で普通株式１株を 100 株に分割したことによる増加

5,350,950株、株式上場に伴う有償一般募集による新株の発行1,000,000株による増加であります。 

 

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 

（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12月 25日 

定時株主総会 
普通株式 54,050 1,000 平成19年９月30日 平成19年12月 26日
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力日が翌連結会計年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

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12月 25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 － 0.00 平成20年９月30日 平成20年12月26日

 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

※ 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 

現金及び預金勘定 1,020,993千円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 △119,217千円

現金及び現金同等物 901,775千円

  

※ 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 

現金及び預金勘定 1,467,596千円

流動資産（その他） 30,008千円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 △128,213千円

現金及び現金同等物 1,369,391千円
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  （リース取引関係） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１. 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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

 

（千円） 

有形固定資産 

（その他） 
30,852 13,750 17,102

無形固定資産 

（その他） 
25,711 8,724 16,986

合計 56,563 22,475 34,088

 

１. 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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

 

（千円） 

有形固定資産

（その他） 
21,965 4,166 17,799

無形固定資産

（その他） 
25,479 13,774 11,705

合計 47,445 17,940 29,504

 
②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,982千円

１年超 22,475千円

合計 35,458千円 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 8,638千円

１年超 21,724千円

合計 30,363千円 
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 11,124千円

減価償却費相当額 10,045千円

支払利息相当額 1,287千円 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 8,464千円

減価償却費相当額 7,800千円

支払利息相当額 971千円 
④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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によ

っております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 672千円

１年超 1,120千円

合計 1,792千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,846千円

１年超 8,776千円

合計 11,623千円
 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 （減損損失について） 

同左 
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  （有価証券関係） 

   前連結会計年度（平成19年９月30日） 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

       該当事項はありません。 

 

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年10月1日 至 平成19年９月30日） 

売却額 

（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

5,000 － － 

 

３. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

 （１）その他有価証券  

非上場株式 58,200 

出資金等 195,245 

その他の関係会社有価証券 237,389 

合  計 490,834 

 

   当連結会計年度（平成20年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
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 6,000 40,800 34,800 

合  計 6,000 40,800 34,800 

 

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年10月1日 至 平成20年９月30日） 

売却額 

（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

220,000 － － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

 （１）その他有価証券  

公社債投資信託 30,008 

非上場株式 2,200 

出資金等 461,553 

その他の関係会社有価証券 34,306 

合  計 528,069 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について29,999千円減損処理を行っております。  
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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 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（1）取引の内容及び利用目的並びに取り組み方針 

   変動金利支払の借入金について、金利変動リスクのヘッ

ジを目的として、金利スワップ取引を行っております。当

該金利スワップ取引は、借入金残高の範囲内で行うことと

し、投機的な取引は行わない方針であります。 

（2）取引に係るリスクの内容 

   金利スワップ取引においては、市場金利の変動によるリ

スクを有しております。金利関連のデリバティブ取引の契

約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の契約

不履行によるいわゆる信用リスクは僅少であると認識して

おります。 

（3）取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引は、稟議決裁で代表取締役社長に承認

された取引を管理部で実行及び管理を行っております。 

（4）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」における想定元本は、こ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示す

ものではありません。 

（1）取引の内容及び利用目的並びに取り組み方針 

同左 

 

 

 

（2）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

 

 

 

（3）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

（4）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 

 

 

   ２. 取引の時価等に関する事項 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため特例処理を採用しており、それ以外の取引

はないため、該当事項はありません。 

 

 

  （退職給付関係） 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

    当社グループには退職金制度がないため、該当事項はありません。 

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

    当社グループには退職金制度がないため、該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 33 - 

 

  （ストック・オプション等関係） 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30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 

 
平成12年 

新株引受権 

平成17年 

ストック・オプション

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション

付与対象者の区分別人数 当社取締役 １名 

当社及び当社子会社 

の取締役   ２名 

当社従業員  19名

当社及び当社子会社 

の取締役   ３名 

当社従業員  28名 

当社及び当社子会社 

の取締役   ６名 

当社従業員  30名

ストック・オプションの 

数（注）１ 
普通株式 12,000株 普通株式 744株 普通株式 720株 普通株式 300株

付与日 平成12年９月19日 平成17年９月21日 平成18年８月30日 
平成19年６月６日 

平成19年９月12日

権利確定条件 当社取締役であること （注）３ （注）３ （注）３ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の 

定めはありません 

対象勤務期間の 

定めはありません 

対象勤務期間の 

定めはありません 

対象勤務期間の 

定めはありません 

権利行使期間 
平成12年９月19日

平成19年９月17日

平成19年８月10日

平成27年８月８日 

平成20年９月１日 

平成28年８月28日 

平成21年６月７日 

平成29年６月６日 

（注）１. 株式数に換算して記載しております。 

   ２. 平成19年３月１日付の株式分割（１：３）、平成19年９月28日付の株式分割（１：２）の効力発生により、

ストック・オプションの数が調整されておりますが、上記は調整後の内容です。 

   ３. 権利行使の条件は以下のとおりであります。 

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても当社又は当社子会

社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、

監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合は

この限りではない。 

（2）当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。 

（3）新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。 

（4）新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場し、上場した日より６ヶ月が経過するまでは、本

新株予約権を行使できないものとする。 

（5）新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。 

（6）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところに

よる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 34 - 

 

   （2） ストック・オプションの変動状況 

     ① ストック・オプションの数 

 
平成12年 

新株引受権 

平成17年 

ストック・オプション

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末残 － 732 654 － 

 付与 － － － 300 

 失効 － 18 30 － 

 権利確定 － － － － 

 未確定残 － 714 624 300 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末残 5,880 － － － 

 権利確定 － － － － 

 権利行使 5,880 － － － 

 失効 － － － － 

 未行使残 － － － － 

 

     ② 単価情報 

 
平成12年 

新株引受権 

平成17年 

ストック・オプション

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション

権利行使価格（円） 8,333 9,000 50,000 100,000 

行使時平均株価（円） 8,333 － － － 

公正な評価単価 

（付与日）（円） 
－ － － － 

（注）１. ストック・オプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の株式

数を記載しております。 

   ２. 権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の権利行使価格を記

載しております。 

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30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 

 
平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分別人数 

当社及び当社子会社 

の取締役   ２名 

当社従業員  19名 

当社及び当社子会社 

の取締役   ３名 

当社従業員  28名 

当社及び当社子会社 

の取締役   ６名 

当社従業員  30名 

ストック・オプションの 

数（注）１ 
普通株式 74,400株 普通株式 72,000株 普通株式 30,000株 

付与日 平成17年９月21日 平成18年８月30日 
平成19年６月６日 

平成19年９月12日 

権利確定条件 （注）３ （注）３ （注）３ 

対象勤務期間 
対象勤務期間の 

定めはありません 

対象勤務期間の 

定めはありません 

対象勤務期間の 

定めはありません 

権利行使期間 
平成19年８月10日 

平成27年８月８日 

平成20年９月１日 

平成28年８月28日 

平成21年６月７日 

平成29年６月６日 

（注）１. 株式数に換算して記載しております。 
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   ２. 平成20年３月31日付の株式分割（１：100）の効力発生により、ストック・オプションの数が調整されており

ますが、上記は調整後の内容です。 

   ３. 権利行使の条件は以下のとおりであります。 

（1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時においても当社又は当社子会

社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、

監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合は

この限りではない。 

（2）当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。 

（3）新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。 

（4）新株予約権者は、当社株式が日本国内の証券取引所に上場し、上場した日より６ヶ月が経過するまでは、本

新株予約権を行使できないものとする。 

（5）新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。 

（6）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところに

よる。 

 

   （2）ストック・オプションの変動状況 

     ① ストック・オプションの数 

 
平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション 

権利確定前（株）    

 前連結会計年度末残 71,400 62,400 30,000 

 付与 － － － 

 失効 － 1,800 200 

 権利確定 － － － 

 未確定残 71,400 60,600 29,800 

権利確定後（株）    

 前連結会計年度末残 － － － 

 権利確定 － － － 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 － － － 

 

     ② 単価情報 

 
平成17年 

ストック・オプション 

平成18年 

ストック・オプション 

平成19年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 90 500 1,000 

行使時平均株価（円） － － － 

公正な評価単価 

（付与日）（円） 
－ － － 

（注）１. ストック・オプションの数は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の株式

数を記載しております。 

   ２. 権利行使価格は、付与後、当連結会計年度末日までに実施された株式分割について調整後の権利行使価格を記

載しております。 

 

   ２. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

     平成18年８月30日及び平成19年６月６日並びに平成19年９月12日に付与したストック・オプションについ

ての公正な評価単位の見積方法は、単位当たりの本源的価値によっており、その価値の算定の基礎となる当社株
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式の評価方法は、平成18年８月30日付与分につきましては、純資産価額方式と収益還元方式との折衷方式を採

用し、平成19年６月６日並びに平成19年９月12日付与分につきましては、類似会社比準方式による算定価格を

勘案して決定しており、付与時点の単位あたりの本源的価値は零となり、ストック・オプションの公正な評価単

価も零と算定しております。また、当連結会計年度末における本源的価値の合計は零であります。 

     なお、当社グループは平成20年８月５日にジャスダック証券取引所に上場したため、本源的価値の算定におい

ては、株価が企業価値を も良く表しうると考えられるため、期末日現在の株価の終値をもって、本源的価値を

算定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 37 - 

 

  （税効果会計関係） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30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） 

  繰延税金資産（流動） 

未払事業税 41,565千円

減価償却費 36,144千円

賞与引当金 9,929千円

未払不動産取得税 9,596千円

その他 7,477千円

小計 104,714千円

評価性引当額 △2,690千円

 計 102,024千円

繰延税金資産（流動）の純額 102,024千円

 

  繰延税金資産（固定） 

繰越欠損金 27,280千円

その他 2,631千円

小計 29,912千円

評価性引当額 △27,280千円

 計 2,631千円

  繰延税金負債（固定） 

出資金評価額 1,071千円

 計 1,071千円

繰延税金資産（固定）の純額 1,560千円

  

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） 

  繰延税金資産（流動） 

未払事業税 53,298千円

減価償却費 59,722千円

賞与引当金 7,571千円

前払費用 6,299千円

在庫評価損 487,757千円

その他 1,903千円

小計 616,553千円

評価性引当額 △488,436千円

 計 128,115千円

繰延税金資産（流動）の純額 128,115千円

 

  繰延税金負債（固定） 

減価償却費 12,909千円

その他有価証券評価損 5,076千円

その他 465千円

小計 18,451千円

評価性引当額 －千円

 計 18,451千円

  繰延税金負債（固定） 

投資有価証券評価額 △14,160千円

 計 △14,160千円

繰延税金資産（固定）の純額 4,291千円 
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

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、記

載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 

（％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

評価性引当額の増減 30.7

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.4

住民税均等割 0.0

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 72.9
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  （セグメント情報） 

   【事業の種類別セグメント情報】 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 

不動産 

開発事業 

（千円） 

ソリュー 

ション事業

（千円） 

不動産 

ファンド事業

（千円） 

不動産 

管理事業 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

   売上高   

 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
14,432,257 787,162 999,168 91,092 16,309,681 － 16,309,681

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － 1,500 83,593 85,093 △85,093 －

計 14,432,257 787,162 1,000,668 174,685 16,394,774 △85,093 16,309,681

  営業費用 11,980,165 627,135 26,233 194,627 12,828,162 693,383 13,521,546

  営業利益 2,452,092 160,026 974,434 △19,941 3,566,612 △778,476 2,788,135

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
  

  資産 23,861,262 5,439,176 432,634 56,060 29,789,134 696,070 30,485,204

  減価償却費 － 373 1,109 807 2,290 25,785 28,075

  資本的支出 － － － 972 972 17,531 18,504

（注）１. 事業区分の方法 

     事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２. 各事業区分の主要な事業の内容 

不動産開発事業・・・・ 「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業務、投資

家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発業務 

ソリューション事業・・ 資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率的な改

装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

不動産ファンド事業・・ 他社が組成する特別目的会社等へ出資し配当やキャピタルゲインを取得 

不動産管理事業・・・・ 分譲マンション等における総合管理業務及び不動産仲介業務 

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 779,231 千円であり、その主なもの

は当社の一般管理費であります。 

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 737,771 千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産等であります。 

５. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び繰延資産と同費用に係る償却額が含まれております。 
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   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 

不動産 

開発事業 

（千円） 

ソリュー 

ション事業

（千円） 

不動産 

ファンド事業

（千円） 

不動産 

管理事業 

（千円） 

 

計 

（千円） 

消去 

又は全社 

（千円） 

 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益   

   売上高   

 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
24,454,181 953,907 5,000 74,870 25,487,959 － 25,487,959

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － 73,603 73,603 △73,603 －

計 24,454,181 953,907 5,000 148,474 25,561,563 △73,603 25,487,959

  営業費用 20,924,689 919,168 17,981 144,181 22,006,021 777,699 22,783,720

  営業利益 3,529,491 34,739 △12,981 4,292 3,555,541 △851,303 2,704,238

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
  

  資産 20,677,676 4,815,363 430,860 138,393 26,062,294 1,084,586 27,146,881

  減価償却費 － － － 470 470 22,235 22,705

  資本的支出 － 1,530,824 － 156 1,530,980 12,652 1,543,632

（注）１. 事業区分の方法 

     事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２. 各事業区分の主要な事業の内容 

不動産開発事業・・・・ 「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業務、投資

家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発業務 

ソリューション事業・・ 資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率的な改

装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

不動産ファンド事業・・ 他社が組成する特別目的会社等へ出資し配当やキャピタルゲインを取得 

不動産管理事業・・・・ 分譲マンション等における総合管理業務及び不動産仲介業務 

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 852,217 千円であり、その主なもの

は当社の一般管理費であります。 

４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 1,111,863 千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産等であります。 

５. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び繰延資産と同費用に係る償却額が含まれております。 

 

   【所在地別セグメント情報】 

    前連結会計年度（自 平成 18年 10 月１日 至 平成 19年９月 30日）及び当連結会計年度（自 平成 19年 10

月１日 至 平成20年９月30日） 

   本邦以外の国又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】 

    前連結会計年度（自 平成 18年 10 月１日 至 平成 19年９月 30日）及び当連結会計年度（自 平成 19年 10

月１日 至 平成20年９月30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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（関連当事者との取引） 

   前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

   （1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 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)

当社の借入金等に
対する債務被保証  

（注）２ 
11,033,042 － －

当社のリース取引
に係る未経過リー
ス料に対する債務
被保証 （注）３ 

15,747 － －

新株引受権行使 
（注）５ 

48,998 資本金 48,998

資本金 900

役員 加賀谷愼二 － － 
当社 
代表取締役

(被所有)
直接 
59.4 

－ －

第三者割当増資 
（注）６ 

1,800 
資本剰余金 900

資本金 1,000
役員 小林祐治 － － 

当社 
取締役 

（被所有）
直接 
12.6 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
2,000 

資本剰余金 1,000

駐車場の賃料負
担  （注）４ 

288 － －

資本金 1,000役員 栗原健博 － － 
当社 
取締役 

(被所有)
直接 
4.6 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
2,000 

資本剰余金 1,000

資本金 1,000
役員 金氏一真 － － 

当社 
取締役 

(被所有)
直接 
0.5 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
2,000 

資本剰余金 1,000

資本金 1,000
役員 根岸 蕃 － － 

当社 
取締役 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
2,000 

資本剰余金 1,000

資本金 1,000
役員 浜崎拓実 － － 

当社 
取締役 

(被所有)
直接 
0.5 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
2,000 

資本剰余金 1,000

資本金 300
役員 大輪欣正 － － 

当社 
常勤監査役

(被所有)
直接 
0.0 

－ －
第三者割当増資 

（注）６ 
600 

資本剰余金 300

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等 

㈱日進企画 
埼玉県
川越市 

20,500 
不動産  
賃貸管理業

－ 
役員の
兼任
１名

  －
駐車場の賃料支
払（注）４、７ 

288 － －

    

（2）子会社等 

関係内容 

属性 
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) 

関連会社 
㈲レト・ 
インベスト
メント 

東京都 
千代田区

560,000 
収益不動産
の保有及び
売買 

(所有) 
直接  

50.0 
－ －

利益の 
分配等 

7,855 － －

関連会社 
とみぐすく 
プロジェクト 
特定目的会社 

東京都 
新宿区 

100 
匿名組合財
産の運用・
管理 

－ － －
匿名組合
出資等 

202,632 
関係会社
出資金

202,632

関連会社 
205WEST 
147TH 

STREET LLC 

アメリカ合衆国
ニューヨーク州

1,100千米ドル 
匿名組合財
産の運用・
管理 

(所有) 
直接  

35.0 
－ －

匿名組合
出資等 

34,756 
関係会社
出資金

34,756

（注）１. 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２. 当社グループは、金融機関等からの借入金に対して、加賀谷愼二より債務保証を受けております。同債務保証

の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

３．当社グループは、当期末時点で契約しているリース取引に係る未経過リース料に対して、加賀谷愼二より債務

保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 
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４. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     栗原健博との駐車場の賃料負担については、当社が㈱日進企画より賃借した駐車場を当社取締役である栗原健

博に無償で使用させておりましたが、平成19年３月31日付で当社と同社との間の賃貸借契約を解除し、以降

は同社と栗原健博との間で新たに賃貸借契約を締結しております。 

㈱日進企画との駐車場の賃料支払については、近隣取引実勢を勘案して、一般の取引条件と同様に決定してお

ります。 

   ５. 新株引受権の権利行使によるものであります。発行価格は純資産方式に基づき試算した価格を参考に決定して

おります。 

   ６. 第三者割当増資の引受によるものであります。発行価格は類似会社比準方式に基づき試算した価格を参考に決

定しております。 

   ７．㈱日進企画は当社取締役である栗原健博の近親者が代表取締役を務める会社であります。 

 

   当連結会計年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

   （1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 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)

当社の借入金等に
対する債務被保証  

（注）２ 
263,188 － －

役員 加賀谷愼二 － － 
当社 
代表取締役

(被所有)
直接 
48.6 

－ － 当社のリース取引
に係る未経過リー
ス料に対する債務
被保証 （注）３ 

15,566 － －

    

（2）子会社等 

関係内容 

属性 
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) 

関連会社 
とみぐすく 
プロジェクト 
特定目的会社 

東京都 
新宿区 

100 
匿名組合等
財産の運
用・管理 

－ － －
地位 
譲渡等 

205,000 － －

関連会社 
205WEST 
147TH 

STREET LLC 

アメリカ合衆国
ニューヨーク州

1,152千米ドル 
匿名組合等
財産の運
用・管理 

(所有) 
直接 
35.0 

－ －
匿名組合
出資等 

1,465 
その他の
関係会社
有価証券

34,306

（注）１. 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２. 当社グループは、金融機関等からの借入金に対して、加賀谷愼二より債務保証を受けております。同債務保証

の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

３．当社グループは、当期末時点で契約しているリース取引に係る未経過リース料に対して、加賀谷愼二より債務

保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 42 - 

 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１株当たり純資産額 55,085円 06銭 

１株当たり当期純利益金額 28,559円 81銭 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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。

 

 当社は、平成 19 年３月１日付で当社普通株式１株につき３

株、平成19年９月28日付で当社普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 39,878円 95銭 

１株当たり当期純利益金額 17,831円 00銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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。

１株当たり純資産額 616円 60銭 

１株当たり当期純利益金額 72円 67銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
72円 56銭 

 

 

 

 

当社は、平成20年３月31日付で当社普通株式１株につき100

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

 

 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 550円 85銭 

１株当たり当期純利益金額 285円 60銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 1,249,735 404,123 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株主に係る当期純利益（千円） 1,249,735 404,123 

 期中平均株式数（株） 43,758 5,560,738 

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） － 404,123 

 普通株式増加数（株） － 8,900 

  （うち新株予約権） (－) (8,900) 

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権の目的

となる株式の数1,638株）。 

新株予約権２種類（新株予約権の目的

となる株式の数90,400株）。 
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 （企業結合関係） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

会社合併 

（㈱ＡＳアセットマネジメントの企業結合関係） 

１. 結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の

法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を含む取

引の概要 

（1）結合当事企業の名称およびその事業の内容 

     ①結合企業 

      ㈱アスコット 

    ②被結合企業 

    ㈱ＡＳアセットマネジメント 

 （2）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、㈱ＡＳアセッ 

トマネジメントは解散いたしました。当社の全額出資子

会社との合併であるため、本合併に際して新株式の発行

および合併交付金の支払は行っておりません。 

 （3）合併期日 

    平成19年３月15日 

 ２. 実施した会計処理の概要 

当社が㈱ＡＳアセットマネジメントより受け入れた資産

および負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額

により計上しております。 

 

──────── 
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 （重要な後発事象） 

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（株式分割） 

１. 平成20年３月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 

平成 20 年３月 31 日付をもって当社普通株式１株につき

100株に分割いたしました。 

・分割により増加する株式数 

普通株式  5,350,950株 

・分割方法   

平成 20 年３月 31 日 終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の所有株式数を、１株につき 100 株の割合を

もって分割します。 

 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当た

り情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
１株当たり純資産額 

398円79銭 
 
１株当たり当期純利益金額 

178円31銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当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

であり、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。 

１株当たり純資産額 
550円85銭 

 
１株当たり当期純利益金額 

285円60銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当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

であり、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。 

 

（出資持分の地位譲渡） 

 平成20年５月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように「とみぐすくプロジェクト特定目的会社」に対する出

資持分全てを㈱ゼファーに地位譲渡しております。 

（1）譲渡日 平成20年６月10日 

（2）出資持分 ２億円 

（3）譲渡対象額 ２億円 

（4）地位譲渡先 ㈱ゼファー 

 なお、地位譲渡日をもって「とみぐすくプロジェクト特定目

的会社」は、当社の持分法適用の関連会社から除いております。

 

──────── 
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５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年９月30日） 

当事業年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １. 現金及び預金  978,702 1,373,502  394,800

 ２. 売掛金  11,848 20,445  8,597

 ３. 販売用不動産 ※１ 6,871,943 7,257,853  385,910

 ４. 仕掛販売用不動産 ※１ 19,130,916 14,328,590  △4,802,325

 ５. 未成工事支出金 ※１ 2,081,748 1,100,000  △981,748

 ６. 前渡金  200 －  △200

 ７. 前払費用  270,745 296,443  25,698

 ８. 未収入金  77,173 47,953  △29,219

 ９. 繰延税金資産  102,024 128,115  26,091

 10. その他  150,257 150,863  605

流動資産合計  29,675,557 97.3 24,703,768 91.4 △4,971,789

Ⅱ 固定資産    

 １. 有形固定資産    

（1）建物 ※１ 57,965 1,076,965   

    減価償却累計額  7,928 50,037 52,971 1,023,993  973,956

（2）工具器具備品  61,199 61,773   

    減価償却累計額  28,054 33,145 34,905 26,867  △6,277

（3）土地 ※１ 12,337 524,161  511,824

   有形固定資産合計  95,519 0.3 1,575,022 5.8 1,479,503

 ２. 無形固定資産    

（1）商標権  4,858 4,308  △550

（2）ソフトウエア  9,315 8,296  △1,019

（3）その他  265 265  －

   無形固定資産合計  14,439 0.1 12,870 0.1 △1,569

 ３. 投資その他の資産    

（1）投資有価証券  253,445 504,553  251,108

（2）関係会社株式  15,000 15,000  －

（3）その他の関係会社 

有価証券 
 237,389 34,306  △203,082

（4）出資金  13,190 15,190  2,000

（5）長期前払費用  696 243  △453

（6）繰延税金資産  32,077 4,291  △27,785

（7）その他  154,700 170,517  15,816

   投資その他の資産合計  706,499 2.3 744,102 2.7 37,603

固定資産合計  816,458 2.7 2,331,995 8.6 1,515,537

  資産合計  30,492,016 100.0 27,035,764 100.0 △3,456,252
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前事業年度 

（平成19年９月30日） 

当事業年度 

（平成20年９月30日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

（％）

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １. 支払手形  243,950 887,500  643,550

 ２. 買掛金  2,221,366 1,609,865  △611,501

 ３. 短期借入金 ※１ 1,761,201 4,240,368  2,479,167

４. １年以内返済予定 

長期借入金 
※１ 12,891,465 8,234,304  △4,657,161

５. １年以内償還予定社債  200,000 －  △200,000

 ６. 未払金  83,187 161,116  77,928

 ７. 未払費用  105,887 68,807  △37,079

 ８. 未払法人税等  543,356 700,044  156,688

 ９. 預り金  19,708 29,729  10,020

 10. 前受金  812,753 1,699,422  886,669

 11. 前受収益  48,678 48,117  △561

 12. 賞与引当金  20,858 17,077  △3,781

 13. その他 ※２ － 89,983  89,983

流動負債合計  18,952,413 62.1 17,786,336 65.8 △1,166,076

Ⅱ 固定負債    

 １. 長期借入金 ※１ 8,331,391 5,171,325  △3,160,066

 ２. その他  200,378 210,578  10,200

固定負債合計  8,531,769 28.0 5,381,903 19.9 △3,149,866

  負債合計  27,484,182 90.1 23,168,239 85.7 △4,315,943

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １. 資本金  337,498 1.1 638,128 2.3 300,630

 ２. 資本剰余金    

（1）資本準備金  43,500 344,120   

   資本剰余金合計  43,500 0.1 344,120 1.3 300,620

 ３. 利益剰余金    

（1）利益準備金  11,065 16,470   

（2）その他利益剰余金    

  繰越利益剰余金  2,615,770 2,848,166   

   利益剰余金合計  2,626,835 8.7 2,864,636 10.6 237,801

株主資本合計  3,007,833 9.9 3,846,884 14.2 839,051

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券 

評価差額金 
 － － 20,639 0.1 20,639

評価・換算差額等合計  － － 20,639 0.1 20,639

純資産合計  3,007,833 9.9 3,867,524 14.3 859,691

負債純資産合計  30,492,016 100.0 27,035,764 100.0 △3,456,252
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（2）損益計算書 

  

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比

（％）

金額 

（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円） 

Ⅰ 売上高   

 １. 不動産開発事業  14,432,257 24,370,371  

 ２. ソリューション事業  787,162 953,907  

３. 不動産ファンド事業  999,168 16,218,588 100.0 5,000 25,329,279 100.0 9,110,690

Ⅱ 売上原価   

 １. 不動産開発事業 ※１ 11,166,135 20,208,043  

 ２. ソリューション事業 ※１ 523,003 785,397  

３. 不動産ファンド事業  5,761 11,694,900 72.1 7,195 21,000,636 82.9 9,305,736

  売上総利益  4,523,688 27.9 4,328,642 17.1 △195,046

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,707,373 10.5 1,713,420 6.8 6,047

  営業利益  2,816,314 17.4 2,615,221 10.3 △201,093

Ⅳ 営業外収益   

 １. 受取利息  2,270 4,139  

 ２. 受取配当金  154 3,582  

 ３. 契約違約金収入  5,082 9,422  

 ４. 関係会社業務委託収入  754 914  

 ５. 受取助成金  1,200 －  

 ６. 保険解約返戻金  － 16,868  

 ７. その他  699 10,161 0.1 1,247 36,173 0.1 26,012

Ⅴ 営業外費用   

 １. 支払利息  509,261 631,541  

 ２. 支払手数料  128,834 76,998  

 ３. 株式公開費用  － 56,071  

 ４. 株式交付費  864 1,523  

 ５. その他  8 638,968 4.0 192 766,328 3.0 127,359

  経常利益  2,187,508 13.5 1,885,067 7.4 △302,440

Ⅵ 特別利益   

 １. 固定資産売却益 ※３ － 204  

 ２. 受取立退料  3,500 3,500 0.0 － 204 0.0 △3,295

Ⅶ 特別損失   

 １. 固定資産売却損 ※４ － 196  

 ２. 固定資産除却損 ※５ 799 866  

 ３. 新株発行費償却  905 －  

 ４. 社債発行費償却  2,463 －  

 ５. 抱合せ株式消滅差損  20,968 －  

 ６. 関係会社株式評価損  75,000 －  

 ７. 契約違約金損失  － 449,000  

 ８. その他  7,436 107,572 0.7 33,226 483,289 1.9 375,716

  税引前当期純利益  2,083,435 12.8 1,401,982 5.5 △681,453

 法人税、住民税及び事業税  866,339 1,122,596  

  法人税等調整額  3,335 869,675 5.3 △12,465 1,110,130 4.3 240,455

  当期純利益  1,213,759 7.5 291,851 1.2 △921,908
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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10月１日 至 平成19年９月30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 利益準備金
繰越利益 

剰 余 金 

利益剰余金

合計 

株主資本 

合計 

新株予約権 純資産合計

平成18年９月30日 

残高（千円） 
256,000 10,510 6,321 1,454,189 1,460,510 1,727,020 490 1,727,510

事業年度中の変動額    

 新株の発行 81,498 32,990 － － － 114,488 － 114,488

 新株予約権の行使 － － － － － － △490 △490

 剰余金の積立 － － 4,743 △4,743 － － － －

 剰余金の配当 － － － △47,434 △47,434 △47,434 － △47,434

 当期純利益 － － － 1,213,759 1,213,759 1,213,759 － 1,213,759

事業年度中の変動額 

合計（千円） 
81,498 32,990 4,743 1,161,581 1,166,324 1,280,812 △490 1,280,322

平成19年９月30日 

残高（千円） 
337,498 43,500 11,065 2,615,770 2,626,835 3,007,833 － 3,007,833

 

   当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

 
株主資本 

評価・換算

差  額  等
純資産合計

 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 利益準備金
繰越利益 

剰 余 金 

利益剰余金

合      計

株主資本 

合    計 

そ  の  他

有価証券 

評価差額金

 

平成19年９月30日 

残高（千円） 
337,498 43,500 11,065 2,615,770 2,626,835 3,007,833 － 3,007,833

事業年度中の変動額    

 新株の発行 300,630 300,620 － － － 601,250 － 601,250

 剰余金の積立 － － 5,405 △5,405 － － － －

 剰余金の配当 － － － △54,050 △54,050 △54,050 － △54,050

 当期純利益 － － － 291,851 291,851 291,851 － 291,851

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

－ － － － － － 20,639 20,639

事業年度中の変動額 

合計（千円） 
300,630 300,620 5,405 232,396 237,801 839,051 20,639 859,691

平成20年９月30日 

残高（千円） 
638,128 344,120 16,470 2,848,166 2,864,636 3,846,884 20,639 3,867,524
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

   当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

  重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 

  ①子会社株式 

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  ②その他有価証券 

 (イ)時価のあるもの 

─────── 

 
 

 

 

 (ロ)時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用して

おります。また、匿名組合出資金等に

ついては（8）②匿名組合出資金等の

会計処理に記載しております。 

(1) 有価証券 

  ①子会社株式 

同左 

 

  ②その他有価証券 

 (イ)時価のあるもの 

   事業年度の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、売却原価は主として

移動平均法により算定）を採用してお

ります。 

 (ロ)時価のないもの 

同左 

 

 

 

 (2) デリバティブ 

  時価法を採用しております。 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  ①販売用不動産・仕掛販売用不動産 

個別法による原価法を採用しておりま

す。また、賃貸中の建物については定額

法にて減価償却を行っております。な

お、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

    建物       28～47年 

  ②貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。 

(3) たな卸資産 

  ①販売用不動産・仕掛販売用不動産 

同左 

 

 

 

 

 

  ②貯蔵品 

同左 

２. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、平

成 10 年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については定額

法によっております。主な耐用年数は次

のとおりです。 

建物       ８～47年 

    工具器具備品    ３～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社

利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３. 重要な繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

(1) 社債発行費 

同左 

 (2) 株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。 

(2) 株式交付費 

同左 

４. 引当金の計上基準 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。 

 （追加情報） 

 なお、当事業年度より年俸制の導入に伴い、

年俸対象者を除いた従業員に対して引当金

の計上を行っております。 

賞与引当金 

同左 

 

 

 

─────── 

 
 

５. 外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 

 

６. 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 

 

７. ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワップ

については、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 

  借入金の金利変動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引を行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

  金利スワップ取引の目的と範囲を限定

し、投機目的やトレーディング目的のた

めに、これを利用しない方針でありま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理の要件を満たす金利スワップ

については、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) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

   

   

   

   



 
㈱アスコット（3264）平成 20 年９月期 決算短信 

     

- 51 - 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

８. その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

  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。 

(2) 匿名組合出資金等の会計処理 

  匿名組合等の損益のうち当社に帰属す

る持分相当損益については、「売上高」

又は「売上原価」に計上するとともに匿

名組合出資金等を加減する方法として

おります。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

(2) 匿名組合出資金等の会計処理 

同左 

 

 

 会計方針の変更 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 15

年10月31日））及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準第７号平成 17 年 12 月 27 日）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号平成17年12月 27日）を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 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）により、当事業

年度より、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。 

 

──────── 

 

（社債発行費） 

 従来、繰延資産に計上し３年均等償却をしておりましたが、

将来における金融費用負担の増大を考慮し、財務内容の一層の

健全化を図ることを目的として、当事業年度より支出時に全額

費用として処理する方法に変更いたしました。これによる損益

に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 

 

（株式交付費） 
 従来、繰延資産に計上し３年均等償却をしておりましたが、

将来における金融費用負担の増大を考慮し、財務内容の一層の

健全化を図ることを目的として、当事業年度より支出時に全額

費用として処理する方法に変更いたしました。これによる損益

に与える影響は軽微であります。 

 

──────── 
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  表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（貸借対照表） 

前事業年度において、流動資産の「仕掛販売用不動産」に含

めていた「未成工事支出金」は、総資産の100分の１を超えた

ため、当事業年度より区分掲記することとしました。なお、前

事業年度の流動資産の「仕掛販売用不動産」に含まれる「未成

工事支出金」は135,987千円であります。 

 

──────── 

 

 （損益計算書） 

前事業年度において、営業外収益の「受取助成金」は、重要

性が乏しいため、当事業年度より「その他」へ含めることとし

ました。なお、当事業年度の営業外収益の「その他」に含まれ

る「受取助成金」は400千円であります。 

 

  追加情報 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

 

──────── 

 

（固定資産） 

 従来、販売用不動産として保有していた物件（建物1,014,379

千円、土地511,824千円）については、事業方針の変更に伴い

固定資産へ振替えております。この変更による損益に与える影

響はありません。 

 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これに

よる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

  （貸借対照表関係） 

前事業年度 

(平成19年９月30日) 

当事業年度 

(平成20年９月30日) 

※１ 担保に提供している資産 

  ①担保提供資産 

販 売 用 不 動 産 6,871,873千円

仕掛販売用不動産 16,899,208千円

未成工事支出金 123,604千円

建 物 18,248千円

土 地 12,337千円

 計 23,925,271千円

  ②対応債務 

短 期 借 入 金 1,410,000千円

１年以内返済予定長期借入金 12,879,835千円

長 期 借 入 金 8,076,391千円

 計 22,366,227千円

  

※１ 担保に提供している資産 

  ①担保提供資産 

販 売 用 不 動 産 7,122,530千円

仕掛販売用不動産 11,074,835千円

建 物 977,269千円

土 地 511,824千円

 計 19,686,459千円

   

②対応債務 

短 期 借 入 金 3,034,700千円

１年以内返済予定長期借入金 8,155,972千円

長 期 借 入 金 4,995,768千円

 計 16,186,440千円

  
※２ 

──────── 

 

※２ 未収消費税等及び未払消費税等の表示 

   仮払消費税及び仮受消費税等は相殺のうえ、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。

 

 ３ 

──────── 

 

３ 財務制限条項 

   平成20年９月30日に金融機関と特定プロジェクトに関

して総額720百万円の借入を実行しております。この借

入契約（平成20年９月30日～平成22年８月31日）には以

下の財務制限条項が付されております。 

   ①損益計算書上の経常損益に関して２期連続して経常損

失を計上しないこと。 

   ②貸借対照表における純資産の部の合計金額を直前決算

期の末日又は平成19年９月に終了する決算期の末日に

おける貸借対照表の純資産の合計金額のいずれか大き

い方の75％の金額以上に維持すること。 

 

４ 偶発債務 
  債務保証 
  関係会社等についての金融機関からの借入に対しての債

務保証は、当事業年度において解消されております。 

４  
──────── 
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  （損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

※１  

──────── 

 

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損 

不動産開発事業 1,055,942千円

ソリューション事業 142,773千円

  
※２ 人件費に属する費用のおおよその割合は37％、販売費に

属する費用のおおよその割合は 28％、一般管理費に属す

る費用のおおよその割合は35％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 170,122千円

給与手当 302,057千円

賞 与 18,685千円

販売代理手数料 174,810千円

広告宣伝費 238,793千円

支払報酬 172,021千円

租税公課 126,438千円

減価償却費 20,725千円

長期前払費用償却 775千円

賞与引当金繰入額 20,858千円

  

※２ 人件費に属する費用のおおよその割合は 42％、販売費に

属する費用のおおよその割合は 24％、一般管理費に属す

る費用のおおよその割合は34％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 187,804千円

給与手当 355,501千円

賞 与 21,266千円

販売代理手数料 66,251千円

広告宣伝費 276,912千円

支払報酬 137,999千円

租税公課 106,398千円

減価償却費 20,258千円

長期前払費用償却 453千円

賞与引当金繰入額 17,077千円

  
※３  

──────── 

  

※３ 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 204千円

  

※４ 

──────── 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 196千円

  

※５ 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 799千円

  

※５ 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 866千円

  

 

  （株主資本等変動計算書関係） 

   前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

    自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当事業年度において、保有している自己株式がないため該当事項はありません。 

 

   当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

    自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    当事業年度において、保有している自己株式がないため該当事項はありません。 
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  （リース取引関係） 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１. 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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

 

（千円） 

車両運搬具 27,196 12,288 14,908

工具器具備品 3,655 1,462 2,193

ソフトウエア 22,420 8,066 14,353

合計 53,272 21,817 31,455
 

１. 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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

 

（千円） 

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

 

（千円） 

車両運搬具 18,309 1,972 16,336

工具器具備品 3,655 2,193 1,462

ソフトウエア 25,479 13,774 11,705

合計 47,445 17,940 29,504
 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,324千円

１年超 20,501千円

合計 32,825千円 

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 8,638千円

１年超 21,724千円

合計 30,363千円 
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 10,466千円

減価償却費相当額 9,387千円

支払利息相当額 1,287千円 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 8,464千円

減価償却費相当額 7,800千円

支払利息相当額 971千円 
④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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によ

っております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 672千円

１年超 1,120千円

合計 1,792千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,846千円

１年超 8,776千円

合計 11,623千円
 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

 （減損損失について） 

同左 

 

  （有価証券関係） 

   前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

    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。 

 

   当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

    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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（税効果会計関係） 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30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） 

  繰延税金資産（流動） 

未払事業税 41,565千円

減価償却費 36,144千円

賞与引当金 8,487千円

未払不動産取得税 9,596千円

その他 6,229千円

 計 102,024千円

繰延税金資産（流動）の純額 102,024千円

 

 

 

  繰延税金資産（固定） 

関係会社株式評価損 30,517千円

その他 2,631千円

 計 33,148千円

   

繰延税金負債（固定） 

出資金評価額 1,071千円

 計 1,071千円

繰延税金資産（固定）の純額 32,077千円

  

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） 

  繰延税金資産（流動） 

未払事業税 53,298千円

減価償却費 59,722千円

賞与引当金 6,948千円

前払費用 6,299千円

在庫評価損 487,757千円

その他 1,846千円

 小計 615,873千円

評価性引当額 △487,757千円

 計 128,115千円

繰延税金資産（流動）の純額 128,115千円

 

  繰延税金資産（固定） 

減価償却費 12,909千円

その他有価証券評価損 5,076千円

関係会社株式評価損 30,517千円

その他 465千円

 小計 48,969千円

評価性引当額 △30,517千円

 計 18,451千円

  

 繰延税金負債（固定） 

投資有価証券評価額 △14,160千円

 計 △14,160千円

繰延税金資産（固定）の純額 4,291千円 
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

の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、記

載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 

（％）

法定実効税率 40.7

（調整） 

評価性引当額の増減 37.0

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.5

住民税均等割 0.0

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.2
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  （１株当たり情報） 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１株当たり純資産額 55,649円 09銭 

１株当たり当期純利益金額 27,737円 68銭 

  

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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。

 

 当社は、平成 19 年３月１日付で当社普通株式１株につき３

株、平成19年９月28日付で当社普通株式１株につき２株の株

式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 41,475円 04銭 

１株当たり当期純利益金額 19,420円 88銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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。

１株当たり純資産額 603円 83銭 

１株当たり当期純利益金額 52円 48銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
52円 40銭 

 

 

 

 

 

当社は、平成20年３月31日付で当社普通株式１株につき100

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおりとなります。 

 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 556円 49銭 

１株当たり当期純利益金額 277円 38銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期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株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

項目 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（千円） 1,213,759 291,851 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株主に係る当期純利益（千円） 1,213,759 291,851 

 期中平均株式数（株） 43,758 5,560,738 

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） － 291,851 

 普通株式増加数（株） － 8,900 

  （うち新株予約権） (－) (8,900) 

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権の目的

となる株式の数1,638株）。 

新株予約権２種類（新株予約権の目的

となる株式の数90,400株）。 
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  （企業結合等関係） 

   前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

    連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

   当事業年度（自 平成19年10月１日 至 平成20年９月30日） 

    該当事項はありません。 
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 （重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

 至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30日) 

（株式分割） 

１. 平成20年３月14日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式分割による新株式を発行しております。 

平成 20 年３月 31 日付をもって当社普通株式１株につき

100株に分割いたしました。 

・分割により増加する株式数 

普通株式  5,350,950株 

・分割方法   

平成 20 年３月 31 日 終の株主名簿に記載又は記録 

された株主の所有株式数を、１株につき100株の割合

をもって分割します。 

 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 
１株当たり純資産額 

414円75銭 
 
１株当たり当期純利益金額 

194円21銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当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

であり、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。 

１株当たり純資産額 
556円49銭 

 
１株当たり当期純利益金額 

277円38銭 
 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当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

であり、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。 

 

（出資持分の地位譲渡） 

 平成20年５月28日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように「とみぐすくプロジェクト特定目的会社」に対する出

資持分全てを㈱ゼファーに地位譲渡しております。 

（1）譲渡日 平成20年６月10日 

（2）出資持分 ２億円 

（3）譲渡対象額 ２億円 

（4）地位譲渡先 ㈱ゼファー  

 

──────── 

 

 

 

 

 

 


