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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(注) 1. 平成20年３月期第３四半期については、平成19年３月期第３四半期に財務諸表を作成しておりませんので、対前年同四半期比増減率を記載しておりません。 
2. 平成21年３月期第３四半期については、１株当たり四半期純損失が計上されているため、潜在株式調整後１株当たり四半期純損失を記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 4,636 ― 78 ― △18 ― △10 ―

20年3月期第3四半期 7,913 ― 761 ― 596 ― 344 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △307.78 ―

20年3月期第3四半期 11,341.00 10,507.98

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

21年3月期第3四半期 5,368 1,597 29.7 47,087.65
20年3月期 6,781 1,647 24.3 46,769.93

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,595百万円 20年3月期  1,647百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 500.00 500.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 6,600 △33.7 177 △70.8 50 △87.4 23 △90.0 665.22

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。]  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  35,230株 20年3月期  35,230株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,342株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  34,864株 20年3月期第3四半期  35,230株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・「平成20年３月期決算短信（非連結）」（平成20年５月13日付）において公表した平成21年３月期の業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・上記の予想につきましては本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる可能
性があります。 
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国の経済は、世界経済における景気の悪化により輸出が減少し、生産が大幅に減少するな

ど、景気が急速に悪化いたしました。企業収益は大幅に減少し、雇用情勢も急速に悪化しつつあり、所得の伸び悩みも

あって、個人消費は弱含みの動きを見せております。世界景気の一層の下振れ懸念や金融危機の深刻化が危惧されるな

か、国内経済の先行きについては、当面景気の悪化が続くものと思われます。 

不動産市場におきましても、こうした金融不安の高まりのなか、「信用危機」により不動産融資に対する審査は一層

厳しさを増すとともに、マンション販売在庫数も高止まりしていること等から資金繰りに行き詰まり破綻する企業が後

を絶たず、業界をとりまく環境は好転の兆しが見えない状況にあります。 

このような状況のもと、当社におきましては、業界環境の変化に速やかに対応し、物件の早期販売、仕入基準の厳格

化など、経営の健全化に努めてまいりました。また、こうした逆風下の状況をむしろ絶好のビジネスチャンスととらえ、

取扱物件の多様化により収益基盤の強化を図り、積極的な事業展開の準備を進めてまいりました。なお、これらは当第

３四半期において、「リモデリング事業」として始動しております。 

当第３四半期におきましては、こうした厳しい環境の下、不動産流動化事業においては物件の早期販売に努める一方、

５億円を超える物件の一般事業会社や不動産ファンド等への売り急ぎは差し控え、比較的好調な個人富裕層向けの少額

物件の取扱いを増やした結果、売上高は当初の見込を下回ることとなりました。一方で、不動産投資ファンド・サポー

ト事業及び不動産マネジメント事業においては着実に収益を上げ、第２四半期累計期間で営業損失を計上していた不動

産鑑定・コンサルティング事業においても当第３四半期で黒字転換するなど、利益については順調に推移いたしました。

しかしながら、著しい不動産市況の悪化により、たな卸資産の一部に収益性の低下が見られたことから158百万円の簿

価切下げを行い、評価損計上により利益は圧縮されております。なお、簿価切下げ額158百万円のうち、101百万円は

当第３四半期において販売した物件に係るものであるため、期末保有在庫に係る簿価切下げ額は57百万円であります。 

以上の結果、当第３四半期における売上高は4,636百万円、営業利益は78百万円、経常損益は18百万円の損失、四

半期純損益は10百万円の損失となりました。 
 

 事業別の業績は次のとおりであります。 
 

（不動産鑑定・コンサルティング事業） 

当事業におきましては、新規顧客開拓に注力してまいりましたが、前事業年度に計上した大型案件の反動や業界環境の

悪化による既存顧客からの受注案件数の減少により、売上高は98百万円、営業利益は20百万円となりました。 
 

（不動産投資ファンド・サポート事業） 

 当事業におきましては、不動産ファンドを取り巻く市況の悪化や金融機関によるノンリコースローン審査の厳格化等に

より新規受託開拓は厳しい状況となりましたが、既存顧客を軸に堅実なサポート業務を行ったことや第二種金融商品取引

業者の免許を活用した営業活動などにより、売上高は116百万円、営業利益は28百万円となりました。 
 

（不動産マネジメント事業） 

 当事業におきましては、不動産流動化事業における慎重な仕入活動により販売用不動産の在庫を圧縮し、それに伴いテ

ナントからの賃料収入は減少しましたが、管理受託物件に係る手数料収入を堅実に積み上げたことなどにより、売上高は

375百万円、営業利益は205百万円となりました。 
 

（不動産流動化事業） 

当事業におきましては、不動産市況の低迷や不動産融資に対する審査の厳格化などにより、当事業を取り巻く環境は厳

しいものとなりましたが、資金調達面で制約が少なく不動産投資面で余力のある個人富裕層及び資産保有を目的とする事

業法人などのエンドユーザーにターゲットを絞るとともに５億円未満の少額物件に特化した結果、売上高は4,045百万円、

棚卸資産評価損158百万円の計上により、営業利益は11百万円となりました。 
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 (注) 間接部門に係る販売費及び一般管理費186百万円は各事業部門に配賦しておりませんので、各事業部門の営業利

益及び営業損失の合計額と全社営業利益の金額は一致しておりません。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における総資産は、前事業年度末と比較して1,412百万円減少し、5,368百万円となりました。これは

物件購入資金に係る自己負担額の増加により現金及び預金が295百万円減少したこと、慎重な仕入活動によりたな卸資

産が1,067百万円減少したことなどによるものであります。 

負債は、前事業年度末と比較して1,362百万円減少し、3,771百万円となりました。これはたな卸資産の減少により

有利子負債が1,105百万円減少したこと、未払法人税等及び未払消費税等が168百万円減少したことなどによるもので

あります。 

純資産は、前事業年度末と比較して50百万円減少し、1,597百万円となりました。これは四半期純損失10百万円を

計上したこと、剰余金の配当 17百万円を実施したこと、自己株式 23百万円を取得したことなどによるものでありま

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第３四半期累計期間における業績の進捗と第４四半期における不動産市況等を勘案し、通期の業績予想の見直しを行

った結果、平成20年５月13日「平成20年３月期決算短信（非連結）」にて発表しております数値を修正しております。

詳細は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

なお、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。 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指

針第14号）を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第１

四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 758,008 1,053,533

売掛金 13,487 24,307

販売用不動産 3,753,287 4,739,499

未成工事支出金 638,070 719,568

その他 151,880 172,007

貸倒引当金 △3,132 △3,132

流動資産合計 5,311,603 6,705,785

固定資産   

有形固定資産 16,152 19,821

無形固定資産 1,263 1,693

投資その他の資産 39,660 53,987

固定資産合計 57,077 75,502

資産合計 5,368,680 6,781,287

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,934 43,230

短期借入金 1,212,500 2,341,400

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 536,765 797,775

未払法人税等 1,281 110,446

引当金 9,492 30,371

その他 284,360 406,304

流動負債合計 2,143,333 3,789,527

固定負債   

社債 45,000 80,000

長期借入金 1,582,683 1,263,520

その他 183 535

固定負債合計 1,627,866 1,344,055

負債合計 3,771,200 5,133,582

純資産の部   

株主資本   

資本金 426,770 426,770

資本剰余金 360,663 360,663

利益剰余金 831,113 859,459

自己株式 △23,139 －

株主資本合計 1,595,406 1,646,892

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 299 812

評価・換算差額等合計 299 812

新株予約権 1,773 －

純資産合計 1,597,479 1,647,704

負債純資産合計 5,368,680 6,781,287
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（２）四半期損益計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,636,321

売上原価 4,216,105

売上総利益 420,215

販売費及び一般管理費 341,333

営業利益 78,882

営業外収益  

受取利息及び配当金 891

保険解約返戻金 598

年金掛金返戻金 731

印紙税還付金 440

その他 17

営業外収益合計 2,679

営業外費用  

支払利息 83,039

その他 17,269

営業外費用合計 100,308

経常損失（△） △18,746

特別利益  

投資有価証券売却益 1,856

特別利益合計 1,856

特別損失  

固定資産除却損 123

投資有価証券評価損 4,545

特別損失合計 4,669

税引前四半期純損失（△） △21,560

法人税、住民税及び事業税 △10,829

法人税等合計 △10,829

四半期純損失（△） △10,730
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務

諸表を作成しております。 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 

  当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   該当事項はありません。 

 

【参考】 

（要約）前四半期損益計算書 

 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 
科  目 

金  額（千円） 

Ⅰ 売上高 7,913,410 

Ⅱ 売上原価 6,655,597 

売上総利益 1,257,812 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 495,848 

営業利益 761,964 

Ⅳ 営業外収益 1,992 

Ⅴ 営業外費用 167,596 

経常利益 596,360 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 5,240 

税引前四半期（当期）純利益 591,120 

法人税、住民税及び事業税 246,311 

四半期（当期）純利益 344,808 
  

 



㈱エー・ディー・ワークス（3250）平成21年３月期 第３四半期決算短信（非連結） 

- 7 - 

６．その他の情報 

（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメント事業及び

不動産流動化事業が主要な事業であり生産活動を行っていないため、該当事項はありません。 

② 受注実績 

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメント事業及び

不動産流動化事業が主要な事業であり受注活動を行っていないため、該当事項はありません。 

③ 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

構成比（％） 

不動産鑑定・コンサルティング事業  (千円) 98,550 2.1 

不動産投資ファンド・サポート事業  (千円) 116,284 2.5 

不動産マネジメント事業        (千円) 375,607 8.1 

不動産流動化事業           (千円) 4,045,879 87.3 

合計 (千円) 4,636,321 100.0 

(注) ⅰ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

ⅱ 不動産流動化事業における販売価格帯別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

 

販売価格帯別 

販売高(千円) 割合(％)   

３億円以上５億円未満 2,087,822 51.6   

３億円未満 1,958,056 48.4   

合計 4,045,879 100.0   

 

ⅲ 不動産流動化事業における販売先種別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

 

販売先種別 

販売高(千円) 割合(％)   

個人 3,162,947 78.2   

一般法人 639,028 15.8   

不動産会社 243,903 6.0   

合計 4,045,879 100.0   
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ⅳ 不動産流動化事業における販売種類別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

 

販売種類別 

販売高(千円) 割合(％)   

一棟マンション 2,897,120 71.7   

一棟オフィス 738,031 18.2   

土地 243,903 6.0   

一棟アパート 166,825 4.1   

合計 4,045,879 100.0   

     (注) 一棟マンションとはＲＣ(鉄筋コンクリート)造およびＳＲＣ(鉄骨鉄筋コンクリート)造の建物、一棟オフィスとは
オフィス向けビルディング、ならびに一棟アパートとは木造及び鉄骨造の建物のことであります。 

      

 

 




