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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 7,080 △21.2 △772 ― △1,070 ― △1,097 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △55,844.61 ― △92.7 △9.7 △10.9

20年3月期 16,108.90 15,697.60 19.7 4.6 9.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 8,400 621 7.4 31,680.50
20年3月期 13,708 1,745 12.7 88,727.65

（参考） 自己資本   21年3月期  621百万円 20年3月期  1,745百万円

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

21年3月期 1,938 723 △3,647 308
20年3月期 △3,082 △625 4,041 1,293

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 1,250.00 1,250.00 24 7.8 1.5
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 250.00 250.00 9.8

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,400 24.4 162 ― 49 ― 24 ― 1,223.24

通期 8,000 13.0 330 ― 100 ― 50 ― 2,548.42
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注）詳細は、29ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 19,672株 20年3月期 19,672株

② 期末自己株式数 21年3月期  52株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって、上記
予想数値とは異なる場合があります。 
 なお、上記業績予想の前提となる条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の３ページの「経営成績」をご参照ください。 

- 2 -



1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当事業年度における我が国経済は、前事業年度に発生した米国のいわゆるサブプライムローン問

題に端を発する世界的な金融収縮の影響を受け、急速に景況感が悪化しました。特に年度後半にか

けての落ち込みが激しく、日経平均株価も平成 21 年３月９日には、平成 20 年 10 月 27 日に付けた

バブル後 安値をさらに下回り、26 年５か月ぶりの安値を更新するに至りました。 

 企業の倒産も相次ぎ、帝国データバンクの調査によりますと、2008 年度の上場会社の倒産件数は

45 件にのぼり、2002 年度の 22 件を上回り６年ぶりに戦後 悪を更新しました。中でも上場不動産

会社の倒産件数は 23 件と、全体の半数を占めました。 

  特に年度後半になって企業収益の悪化がより鮮明になったことにより、新卒内定者の内定取り消

しや派遣社員の契約更新を取りやめるなどの動きが顕在化し、雇用環境も急激に悪化しました。 

  当不動産業界におきましては、平成 20 年の東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び茨城

県）の住宅地の地価公示は３年ぶりに平均で 4.4％の下落に転じました。特に好調を維持してきた東

京都心部においても、港区が平成 12 年以来９年ぶりに、渋谷区が平成 13 年以来８年ぶりに下落に

転じるなど、景気の悪化、不動産投資資金の逃避、金融機関の融資姿勢の厳格化等の影響が急速か

つ顕著に現れました。 

このような状況の中、当社におきましては、新たな不動産開発用地の仕入れは凍結し、他社が開

発した新築不動産（いわゆるアウトレット・マンション等）の買取再販事業、中古リニューアルマ

ンション販売事業、不動産管理事業に注力いたしました。 

その結果、当事業年度の売上高及び損益に関わる業績は次の通りであります。 

 

（1） 売上高 

不動産販売事業の売上実績は、以下の通りとなっております。 

（ⅰ）新築不動産販売部門では、ａ）デベロップメント業務において、新築マンション「ラ・

アトレ大宮土呂」（さいたま市北区）４戸、「ラ・アトレ横濱鶴見Ⅱ」（横浜市鶴見区）18 戸完

売、「ラ・アトレ中青木」（埼玉県川口市）11 戸、「アトレビューアー上野毛」（東京都世田谷

区）１戸完売、「ラ・アトレ別所」（さいたま市南区）24 戸完売、ｂ）ランドプロジェクト業務

においては、「吉祥寺南町ランドＰＪ」（東京都武蔵野市）２区画、「等々力１丁目ＰＪ」（東

京都世田谷区）１区画、C）新築マンション販売業務においては「インプレスト東浦和」（埼玉県

川口市）26 戸、「ロイヤルガーデン本八幡ブランシャトー」（千葉県市川市）10 戸を引き渡すこ

とで、売上高 3,211 百万円（前期比 20.8％減）となりました。 

また（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）リニューアルマンション販売業務においてリニュー

アルマンションを 95 戸引き渡すことで売上高 2,903 百万円（同 28.6％減）となりました。 

不動産管理事業では、収益用固定資産と賃貸中販売用不動産の受取家賃を中心に、売上高 695

百万円（同 25.1％増）となりました。 

 

なお、セグメント別売上高の概況は以下の通りです。 

セグメント別売上高の概況  （単位：千円）

セグメント 20年３月期 21年３月期 構成比 前年同期比 

不動産販売事業 8,121,075 6,114,441 86.4% 24.7％減

（新築不動産） (4,057,041) (3,211,286) 45.4% 20.8％減

（再生不動産） (4,064,034) (2,903,154) 41.0% 28.6％減

不動産管理事業 555,752 695,220 9.8% 25.1％増

ゴルフ会員権事業 223,357 148,189 2.1% 33.7％減

その他事業 83,720 122,316 1.7% 46.1％増

合    計 8,983,906 7,080,168 100.0% 21.2％減
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（2）営業損失 

不況の長期化に備えた高額物件の早期売却等による損失５百万円、不動産市況の悪化、企業収

益の落ち込みや個人所得の伸び悩みによる投資意欲の減退等の影響により富裕層向け１棟商品や

ランドプロジェクト用事業用地等の評価を保守的に評価し、低価法を適用したことによるたな卸

資産評価損の売上原価への計上 766 百万円等の結果、営業損失は 772 百万円となりました。 

 

（3）経常損失 

収益の悪化に対応し、役員報酬の減額、人員の自然減による人件費の削減、外部への委託業務

の見直しによる支払手数料の削減、その他一般管理費の圧縮等に積極的に取り組みましたが、上

記の通り営業損失を計上したことを受け、経常損失は 1,070 百万円となりました。 

 

（4）当期純損失 

固定資産売却益 41 百万円、減損損失 42 百万円の計上等の結果、当期純損失は 1,097 百万円と

なりました。 

 

 

（次期の見通し） 

不動産市況及び経済状況全般とも低迷しておりますが、この状況は今後もしばらく続くと予測さ

れ、当社を取巻く環境も当面の間、厳しい状況が続くと予想しております。 

 このような情勢の中、当社はできるだけリスクを抑えた経営に徹するべきと考えております。開

発に多額の資金と長い時間のかかる「デベロップメント事業」は平成 19 年後半から新規のプロジェ

クトは手掛けておりませんが、今後も期間リスク・資金調達負担の少ない「リニューアルマンショ

ン販売事業」「新築マンション買取再販事業」「不動産管理事業」に注力し、業績の回復に注力し

てまいります。 

 また、有利子負債の圧縮、資金調達手段の多様化、経費の圧縮を含めた経営合理化にも積極的に

取り組んでおり、早期の黒字化の定着に努めてまいります。 

 平成 22 年３月期の当社の業績につきましては、売上高 8,000 百万円（前期比 13.0％増）、営業利

益 330 百万円（前期は 772 百万円の損失）、経常利益 100 百万円（同 1,070 百万円の損失）、当期

純利益 50 百万円（同 1,097 百万円の損失）を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

ａ．資産 

当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べ、5,308 百万円減少（前期比 38.7％減）し、

8,400 百万円となりました。これは現金及び預金が 1,232 百万円減少したこと及び有利子負債の

圧縮のためにたな卸資産を早期に売却したことにより、たな卸資産が 2,766 百万円減少（固定

資産への振替 1,412 百万円、たな卸資産評価損 766 百万円を除く）したことが主たる要因であ

ります。 

ｂ．負債 

当事業年度末の負債合計は、金利負担の軽減等のため、借入金の早期返済に努めたことによ

り短期借入金が 1,362 百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が 2,060 百

万円、社債（１年内償還予定の社債を含む）が 195 百万円減少したこと等により、前事業年度

に比べ 4,184 百万円減少（同 35.0％減）し、7,778 百万円となりました。 

ｃ．純資産 

当事業年度末の純資産合計については、当期純損失の計上 1,097 百万円、配当金の支払 24 百

万円により利益剰余金が 1,122 百万円減少したこと、自己株式を１百万円取得したことにより、

前事業年度末に比べ 1,123 百万円減少し、621 百万円（同 64.4％減）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 984 百万円減少し、308 百万円となりました。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純損失 1,074 百万円、たな卸資産の減少

3,510 百万円等により、1,938 百万円の資金を得ることができました。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入 231 百万円、定期預金の

預入による支出 65 百万円、有形固定資産の売却による収入 461 百万円等により、723 百万円の

資金を得ることができました。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 1,362 百万円、長期借入金の返済

による支出 2,373 百万円等により、3,647 百万円の資金を使用しました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 10.6 13.5 15.3 12.7 7.4

時価ベースの自己資本比
率 ― ― 51.6 13.8 3.5

キャッシュ・フロー対有
利子負債比率 

― 500.8 ― ― 368.9

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

― 6.27 ― ― 7.65

自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

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

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

 3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

 4. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

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

 5. 算出の結果、数値がマイナスの場合及び算出不能の場合は、「―」で表記しております。 
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(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、企業体質の強化と将来の事業展開のため内部留保の確保に努める一方、株主の皆様への

利益還元も経営の重要な政策の一つと考えております。 

しかしながら特に昨年度後半のさらなる景気の悪化、不動産価格の低迷、金融機関の融資姿勢の

厳格化など、当社を取り巻く厳しい環境は厳しさを増しており、回復する兆しは見えておりません。  

そのような環境の中、当期の業績につきましては、誠に遺憾ながら当期純損失を 1,097 百万円と

大幅に計上いたしました。このような状況に鑑み、当初予定しておりました当期の期末配当を見送

ることとさせていただくものであります。 

また、次期の配当額については、１株につき 250 円を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。 

 また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資

家の投資判断上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積

極的に開示しております。当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予

防及び発生の際の対応に努力する方針でありますが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投

資に関するリスクをすべて網羅するものではありません。当社株式に関する投資判断は、本項目以

外の記載内容もあわせて慎重に検討の上で行われる必要があると考えられます。なお、文中におけ

る将来に関する事項は、本決算短信提出日（平成 21 年５月 15 日）現在において入手可能な情報か

ら得られた当社の経営判断や予測に基づくものであります。 

 

① 経済情勢等の変動について 

当社の主力事業である不動産販売事業は、購買者の需要動向に左右される傾向があります。購

買者の需要動向は景気・金利・地価等の動向や住宅税制等に影響を受けやすく、所得見通しの悪

化、金利の上昇等があった場合には、購買者の住宅購入意欲の減退につながり、販売期間の長期

化や販売在庫の増大など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇し

た場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 競合の状況について 

当社は、主力事業である不動産販売事業において今までの経験と実績から、当社独自の仕入・

販売手法により、他社との競合の回避に努めております。 

 しかしながら、当社の活動エリアである首都圏における競争は激化の状態にあります。今後の

競合他社の参入状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 不動産物件の引渡し時期等による業績の変動について 

当社の不動産販売にかかる売上計上方法は、物件の売買契約を締結した時点ではなく、物件の

引渡しを行った時点で売上を計上する引渡基準によっております。そのため、物件の引渡し時期

及び規模により、当社の四半期ごとの業績に変動が生じる可能性があります。 

 

④ 災害の発生及び地域偏在について 

地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災その他予想し得ない状況

の発生により引渡し時期が遅延した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は１都３県を中心に事業展開をしているため、当該地域における災害、首都圏経済

の悪化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 不動産物件の仕入について 

当社の主力事業である不動産販売事業においては、物件の仕入の成否が販売に直結するため、

情報収集力を強化し、収益性のある物件の確保に努める方針であります。しかしながら、不動産

市況の変化、物件の取得競争の激化等により優良な物件を仕入れることが困難となった場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥ 外部業者への工事の委託について 

当社は、不動産販売事業における建築工事、リニューアル・リノベーション等の工事を、当社

の基準に適合した外部業者を選定し委託しております。 

 さらに、厳選した外部業者に委託した場合においても、品質及び工程管理のため当社社員が随

時外部業者との会議等に参加し、報告を受けるなど、当社の要求する品質、工期に合致するよう

に確認作業を行っております。 

 しかしながら、工事現場における災害の発生、外部業者からの虚偽の報告、外部業者の倒産や

契約不履行等、当社が予期しない事態が発生し、工事の遅延や停止が発生した場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 在庫リスクについて 

当社では事業展開に応じ商品の仕入を行っているため、たな卸資産を常時抱えております。 

 当事業年度末現在では、販売用不動産及び仕掛不動産（たな卸資産）の総資産に占める割合は

総資産の 58.8％となっております。 

 不動産販売事業に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在

庫リスクの排除に努めておりますが、販売状況が悪化して販売価格を下げた場合や、商品の仕入

後において開発行為や販売活動が長期化し、その間に土地価格等が下落した場合には、当社の業

績及び資金繰りに影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 金融機関からの借り入れ及び借り換えについて 

当社の不動産販売事業における物件の仕入代金は、主として金融機関等からの借入によってお

り、当該借入金は、物件が販売されたときに返済する仕組みになっております。 

 しかしながら、昨今の不動産市況及び経済環境の悪化の影響を受け、一部の物件については販

売が長期化しているものがあります。そのため、借入金の返済期日になっても物件の販売が完了

せず、借り換えが必要なケースが発生しております。 

 現在のところ、そのようなケースにおいても金融機関が返済を猶予する姿勢で借り換えに応じ

てくれているため、当社の資金繰りに重大な影響は発生しておりませんが、借り換え期間は短期

間に設定されるケースも多く、今後金融機関の融資姿勢に重大な変化が生じた場合、または物件

の売却額が借入金額を下回った場合には当社の業績及び資金繰りに影響を与える可能性がありま

す。 

 

⑨ 有利子負債への依存について 

当社の物件仕入れは金融機関等からの借入に大きく依存しております。そのため、当事業年度

末現在における当社の総資産額に占める有利子負債の比率は 85.1％となっております。 

 従って、当社の経営成績は金利変動による影響を受けやすい財務体質となっているため、資金

調達手段の多様化及び自己資本の充実に努める予定でありますが、当面は、金利動向に著しい変

化が生じた場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 近２年間の有利子負債の状況は以下の通りであります。 

  （単位：千円、％）

平成20年３月期 平成21年３月期 
 

金額 比率 金額 比率 

有利子負債合計 10,768,690 78.6 7,150,304 85.1

 短期借入金 2,908,428 21.2 1,545,925 18.4

 １年内返済予定の長期借入金 2,285,323 16.7 2,854,289 34.0

 長期借入金 4,907,438 35.8 2,277,589 27.1

 １年内償還予定の社債 195,000 1.4 85,000 1.0

 社債 472,500 3.4 387,500 4.6

総資産額 13,708,713 100.0 8,400,455 100.0
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⑩ 借入金にかかる確約条項について 

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

すが、これらのうちには、純資産額を一定以上に維持することや経常損益が２期連続して損失に

ならないこと等を確約する条項が付されているものがあります。万が一当社の業績が悪化し、こ

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

合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪ 資金繰りリスクについて 

不動産市況の悪化等により自己資本の大幅な減少が発生した場合、当社の信用が悪化すること

により金融機関等からの資金調達に支障をきたす可能性があります。そのような場合には財務体

質強化のための資本増強を検討することも想定されます。 

 そのような状況において資金調達が不調に終わった場合には当社の事業に重大な影響を及ぼす

可能性があり、資本の増強が行われた場合には既存株主の持株比率が希薄化する可能性がありま

す。 

 

⑫ 固定資産の減損会計及びたな卸資産の評価損について 

当社は、平成 18 年３月期から固定資産の減損会計を適用しております。また、平成 21 年３月

期からは「棚卸資産の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日公

表分）を適用しております。経済情勢や不動産市況の悪化等により当社が保有している固定資産

またはたな卸資産の価値が低下し、減損処理や評価損の計上が必要となった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬ 法的規制について 

当社の属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、建設業法、建

築士法、都市計画法、建物の区分所有等に関する法律、マンション管理適正化法、住宅の品質確

保の促進等に関する法律、金融商品取引法、不動産特定共同事業法、不動産投資顧問業登録規程

等による、法的規制を受けております。これらの法令が変更され、規制が強化された場合には当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社は、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者免許」、建設業法に基づく「一

般建設業の許可」、建築士法に基づく一級「建築士事務所の登録」、不動産投資顧問業登録規程

に基づく「一般不動産投資顧問業の登録」、金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業の

登録」、不動産特定共同事業法に基づく「不動産特定共同事業の許可」を受け事業を行っており

ます。当社は当該許認可の対象となる法令等の遵守に努めておりますが、将来何らかの法令違反

となる事態が発生し、当社の許認可の取消や業務の一時停止処分等を受けた場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

ａ．宅地建物取引業者免許 

免許番号：東京都知事（５）第 61248 号 

 有効期間：平成 19 年５月 18 日から平成 24 年５月 17 日まで 

ｂ．一般建設業の許可 

許可番号：東京都知事 許可（般―16）第 111810 号 

 有効期間：平成 16 年９月 16 日から平成 21 年９月 15 日まで 

 建設業の種類：内装仕上工事業 

 許可番号：東京都知事 許可（般―19）第 111810 号 

 有効期間：平成 19 年 11 月５日から平成 24 年 11 月４日まで 

 建設業の種類：建築工事業、大工工事業、屋根工事業、 

 タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業 

ｃ．建築士事務所の登録 

登録番号：東京都知事登録 第 47594 号 

 登録年月日：平成 19 年６月１日 

 登録有効期限：平成 24 年６月１日 

 建築士事務所名称：株式会社ラ・アトレ一級建築士事務所 
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ｄ．一般不動産投資顧問業の登録 

登録番号：一般―第 853 号 

 種類：一般不動産投資顧問業 

 登録有効期間：平成 18 年５月 10 日から平成 23 年５月９日まで 

ｅ．第二種金融商品取引業の登録 

登録年月日：平成 19 年９月 30 日 

 登録番号：関東財務局長（金商）第 1643 号 

ｆ．不動産特定共同事業の許可 

許可年月日：平成 20 年１月 15 日 

 許可番号：東京都知事 第 79 号 

 

⑭ 不動産物件及び事業用地の欠陥・瑕疵について 

当社は、再生不動産売上部門における物件を購入する場合及び事業用地を仕入れる場合には、

事前にアスベストの使用の調査、土壌汚染・地中埋設物等の調査を必須としております。 

しかしながら、使用履歴や事前調査上は問題ない土地・建物であっても、購入後または分譲後に

近隣地域から土壌汚染物質が流入し土壌汚染問題が発生する等、不動産物件及び事業用地の欠

陥・瑕疵により、当社が予期しない形で対策・処置が求められた場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 不動産における、権利、構造、環境等に関する欠陥・瑕疵については、原則として売主が瑕疵

担保責任を負いますので、当社のリスクは回避されますが、何らかの理由で当社に欠陥・瑕疵の

修復費用負担が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑮ 個人情報の保護について 

当社は、事業活動を通じて個人情報を取得している他、当社の役職員に関する個人情報を有し

ております。当社においては、「プライバシー・ポリシー」を顧客に対して配布するほか、ホー

ムページ上にも掲載しております。また、随時社員に対する個人情報保護の徹底を指示しており、

個人情報の取り扱いには細心の注意を払っております。 

 しかしながら、将来何らかの理由により個人情報が当社から漏洩し、当社が適切な対応を行え

ず、当社の信用力が失墜し、または損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑯ 組織体制について 

当社は、平成 21 年４月 30 日現在、役員及び従業員合計が 55 名となっております。今後も当社

の事業規模に応じた人員の確保を図るとともに、内部管理体制の強化・充実に努める方針であり

ます。 

 しかしながら、組織体制に応じた内部管理体制を構築することができなかった場合には、当社

の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑰ 特定人物への依存について 

当社は、創業以来現在に至るまで代表取締役である岡本英の経営判断・発想などに大きく依存

しております。当社は、同人に依存しない組織的な経営体制を構築すべく、組織体制を整備する

よう努めておりますが、そのような体制が構築される前に同人が何らかの理由により当社経営者

としての業務を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

⑱ 人材の育成・確保について 

当社の主力事業である不動産販売事業においては、その事業活動において複雑な権利調整や近

隣対策などの特殊的な技能が要求される場合があります。当社は組織的に蓄積したノウハウをも

って既存社員各人の能力を向上させるとともに、外部から優秀な人材を確保することで、より効

率的な事業運営の実現に努める方針であります。しかしながら、これらの人材の育成・確保が予

定通りに進まない場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑲ 新株予約権の権利行使による株式価値の希薄化について 

当社は、旧商法第 280 条ノ 20 及び旧商法第 280 条ノ 21 の規定に従い、平成 15 年６月 23 日開

催の定時株主総会決議並びに平成 15 年 12 月 17 日及び平成 16 年３月 15 日開催の取締役会決議に

基づき、当社取締役、監査役及び従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対して新株予約権を

付与しております。 

 この新株予約権が権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があ

ります。平成 21 年４月 30 日現在、この新株予約権による潜在株式数は 592 株であり、平成 21 年

４月 30 日現在の発行済株式総数 19,672 株の３％に相当しております。 

 

⑳ 瑕疵担保責任について 

「宅地建物取引業法」により宅地建物取引業者以外に物件を販売した場合、瑕疵担保責任が生

じます。特に新築住宅を供給した場合には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により主

要構造部分の 10 年保証が義務付けられております。当社では、仕入先及び施工を行った外注業者

にアフターサービス保証を負担させる等リスクの回避に努めております。 

 また、当社では「構造計算書の偽装問題」発覚以降、社内チェック体制を構築し、平成 17 年に

それまでに分譲済及び分譲中の全ての自社開発物件について第三者による構造計算書のチェック

を行い、その結果構造計算書に問題がないことを確認いたしました。平成 18 年以降に関しまして

も、指定検査機関による建築確認審査及び住宅性能評価機関による住宅性能評価を取得しており

ます。更に当社は「住宅性能保証制度」の加盟業者になり、建築中から専門の検査員によるチェ

ックを受けており、二重のチェック体制を図っております。 

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

より軽減しております。 

 しかしながら、何らかの理由で当社供給物件に瑕疵が発生し、それを当社が負担しなければな

らない事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社（株式会社ラ・アトレ）及び子会社１社により構成されております。な

お、当該子会社については本決算短信提出日現在で、活動実績が無いため連結対象にしておりませ

ん。 
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

（企業理念） 

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

人々との日々の出会いを通して“魅力ある価値”を創造します。 

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

ある商品・サービス”を創作し、多くの人々の豊かな魅力ある社会の実現に貢献します。 

（経営理念） 

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

えることにより社員の叡智と創造力を高め、もって自由闊達な社風作りと安定した成長を図ると

ともに社会との共存共栄を目指す。 

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

の追求はもちろんのこと、地域社会や環境と調和し、時代や流行の変化を先取りする洗練された

魅力的な商品を提供することにより、お客様のご要望に適確にお応えする経営を目指す。 

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

まい”を提供することにより、地域の住環境創りに寄与する経営を目指す。 

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

生き生きと輝き夢のある楽しい人生を送れるような職場環境作りを目指す。 

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

を図ることによって社会との調和のある経営を目指す。 

 

(2) 目標とする経営指標 

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

視するとともに、株主価値の向上のために株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として位置

づけております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

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

ながら成長し、オンリーワン企業になることを目指し、一つの分野に特化しない「“脱・特化”型

ビジネスポートフォリオ」による収益の多様化を確立してまいりました。 

 しかしながら、昨今の急激な経済環境の変化により、多額の資金を要したり、完成までに長期間

を要したりするプロジェクトのリスク度合いが急速に高まっております。 

 そのような状況を踏まえ、当社では平成 19 年３月 23 日付『中期経営計画「ラ・アトレ グロー

アップ 1st＆2nd Stage」』を見直し、第 20 期、第 21 期及び第 22 期（平成 21 年４月１日～平成

24 年３月 31 日）を事業の再構築期間（ラ・アトレ リバイバル期間）と定め、中期的戦略としてリ

スク分散型の「脱・特化」型のビジネスモデルを転換して、比較的リスクの低い「リニューアルマ

ンション販売業務」「新築マンション買取再販事業」「不動産管理事業」の３事業を主力事業とす

るビジネスモデルを再構築するとともに、経営の効率化の促進に注力することといたしました。 

 リニューアルマンション販売事業は、流通している中古の１戸ずつのマンションを仕入れ、新築

同様のリフォームを施して販売する事業であります。当事業は仕入れから販売までの期間が平均数

カ月と短く、資金回転効率が良いだけでなく、仕入れから販売までの期間が短いため物件の価格変

動リスクも限定的になっております。 

 このような不動産再生事業は、既存の住宅をリニューアルし魅力的な商品に再生する事業で、

「住生活基本法」の求める良質な住宅ストックの形成、住宅市場の環境整備に貢献するものであり

ます。 

 新築マンション買取再販事業は、他社が開発したマンションの未販売物件を安く仕入れて当初の

価格よりも大幅に値引きして販売するもので、最近いわゆる「アウトレット・マンション」として

話題になっているものであります。当社はこの事業を平成 15 年ころから実施しており、一定の業歴
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と販売実績を有しております。また、当社では単純に値引き販売を行うのではなく、物件に付加価

値（内装デザイン、ファーニチャーなど）をつけて、より魅力を高めて販売する手法を用いており

ます。この事業も、当社がマンションを開発するリスクを負う必要がなく、また安値で仕入れるこ

とができるため、資金調達リスクや価格下落リスク等が比較的限定的になっております。 

 当事業は、ドミナント戦略のもと、世帯や世代に応じた多様な商品開発実績、適切な品質管理や

住宅性能表示・住宅性能保証制度の取り組みによる良質な商品供給に努めてまいりました。「住生

活基本法」による住宅政策の転換も、当事業を強力に後押しするものであります。 

 不動産管理事業は、自社保有不動産（収益用固定資産）の賃料収入、販売用不動産の賃料収入、

サブリース、集金代行によるフィービジネスであり、安定した収益源であります。 

 社内体制面では、「経営基盤の強化」を進めるために、コーポレートガバナンス及びコンプライ

アンスの重要性、そして、多くの人々（ステークホルダー）と社会や自然環境に支えられて存在し

ていることを常に認識し、人材の育成・登用、内部統制の強化、CSR への取り組みにより「経営基盤

の強化」を図ることで、21 世紀を代表する総合不動産価値再生企業を目指してまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

１．不動産販売部門 

昨今の不動産業界を取り巻く環境は非常に厳しく、また将来見通しも不透明な部分が多い状態

にあります。このような中、当社ではリスクを取った事業展開は好ましくないと考えており、開

発に多額の資金と長い時間がかかるデベロップメント事業からはいち早く撤退いたしております。 

 当面は、従来から手掛けてきた比較的リスクの低いビジネスである「中古リニューアルマンシ

ョン販売事業」、「新築マンション買取再販事業」、「不動産管理事業」に経営資源を集中させ

る方針であります。 

 

① リニューアルマンション販売事業 

リニューアルマンション販売事業は、流通している中古の１戸ずつのマンションを仕入れ、

新築同様のリフォームを施して販売する事業です。当事業は仕入れから販売までの期間が平均

数カ月と短く、資金回転効率が良いだけでなく、仕入れから販売までの期間が短いため物件の

価格変動リスクも限定的であります。 

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

る法律」等の法律が目指す持続可能な社会・循環型社会は、当事業を後押しするものであり、

社会のニーズに合致した事業といえます。 

 当社は、リニューアルマンション販売会社のパイオニアとして、お客様のニーズを見据え、

優良な物件を綿密に調査したうえで仕入を行い、質の高い業者を選定して優れた企画・デザイ

ン・施工を実現する管理体制を強化するとともに、更なる販売力の向上に努めてまいります。 

 

② 新築マンション買取再販事業 

近年、他社が開発したマンションの未販売物件を安く仕入れて大幅に値引きして販売する、

いわゆる「アウトレット・マンション」が話題になっております。 

 当社はこの事業を平成 15 年ころから実施しており、一定の業歴と販売実績を有しております。

また、当社では単純に値引き販売を行うのではなく、物件に付加価値（内装デザイン、ファー

ニチャーなど）をつけて、より魅力を高めて販売する手法を用いております。 

 「アウトレット・マンション」市場への参入会社が急増している時代に対応し、当社はより

企画力を強化し、マンションの魅力をより高めることによって差別化を図り、販売力の強化に

つなげていく方針であります。 

 

③ 不動産管理事業 

自社保有不動産（収益用固定資産）の賃料収入、販売用不動産の賃料収入、サブリース、集金

代行によるフィービジネスは、安定した収益源であります。 

できるだけリスクを回避しつつ安定的に高収益を獲得できる不動産管理事業は今後も継続してま

いります。 

 加えて、リーシング力の強化、入退去時の原状回復工事等の質の向上・効率化、業務全体の効

率化、建物デューデリジェンス・維持管理能力の向上を図ってまいります。 
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(5) 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.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,563,907 ※1  331,241

売掛金 11,519 17,108

有価証券 1,997 1,997

販売用不動産 ※1  8,452,797 ※1  4,578,762

商品 160 －

仕掛不動産 ※1  1,434,414 ※1  362,395

前渡金 5,200 6,675

未収消費税等 － 4,889

前払費用 95,223 32,302

繰延税金資産 11,881 －

その他 12,360 36,887

貸倒引当金 △700 △900

流動資産合計 11,588,763 5,371,360

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,041,303 ※1  1,300,967

減価償却累計額 △58,336 △75,670

建物（純額） 982,967 1,225,296

構築物 350 350

減価償却累計額 △166 △196

構築物（純額） 183 153

工具、器具及び備品 1,482 1,902

減価償却累計額 △732 △926

工具、器具及び備品（純額） 749 976

土地 ※1  1,027,745 ※1  1,696,072

リース資産 － 14,280

減価償却累計額 － △2,312

リース資産（純額） － 11,967

有形固定資産合計 2,011,646 2,934,467

無形固定資産   

ソフトウエア 1,537 821

リース資産 － 6,361

その他 197 197

無形固定資産合計 1,734 7,380

投資その他の資産   

関係会社株式 － 10,000

出資金 7,732 2,680

関係会社出資金 4,100 －

長期貸付金 923 576

長期前払費用 23,514 17,134

繰延税金資産 10,644 －

長期預金 10,600 1,500

その他 39,244 47,509

投資その他の資産合計 96,759 79,400

固定資産合計 2,110,139 3,021,247

㈱ラ・アトレ(8885)平成21年３月期決算短信

- 15 -



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産   

社債発行費 9,810 7,847

繰延資産合計 9,810 7,847

資産合計 13,708,713 8,400,455

負債の部   

流動負債   

支払手形 410,602 －

買掛金 161,851 106,858

短期借入金 ※1  2,908,428 ※1  1,545,925

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,285,323 ※1  2,854,289

1年内償還予定の社債 ※1  195,000 ※1  85,000

リース債務 － 4,640

未払金 62,732 30,166

未払費用 52,064 22,612

未払法人税等 113,350 1,715

未払消費税等 23,685 －

前受金 8,201 92,256

預り金 17,991 20,611

前受収益 45,354 32,996

賞与引当金 6,000 3,600

その他 515 690

流動負債合計 6,291,101 4,801,362

固定負債   

社債 ※1  472,500 ※1  387,500

長期借入金 ※1  4,907,438 ※1  2,277,589

リース債務 － 14,770

退職給付引当金 18,963 20,353

長期預り敷金保証金 273,259 217,307

その他 － 60,000

固定負債合計 5,672,161 2,977,521

負債合計 11,963,263 7,778,884

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,515 319,515

資本剰余金   

資本準備金 263,813 263,813

資本剰余金合計 263,813 263,813

利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,162,121 39,850

利益剰余金合計 1,162,121 39,850

自己株式 － △1,607

株主資本合計 1,745,450 621,571

純資産合計 1,745,450 621,571

負債純資産合計 13,708,713 8,400,455
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

新築物件売上高 4,057,041 3,211,286

再生不動産売上高 4,064,034 2,903,154

不動産管理売上高 555,752 695,220

ゴルフ会員権売上高 223,357 148,189

その他売上高 83,720 122,316

売上高合計 8,983,906 7,080,168

売上原価   

新築物件売上高原価 3,240,277 3,378,105

再生不動産売上原価 3,388,180 2,984,014

不動産管理売上原価 225,824 318,274

ゴルフ会員権売上原価 205,168 138,137

その他売上原価 53,694 41,716

売上原価合計 7,113,144 6,860,248

売上総利益 1,870,761 219,919

販売費及び一般管理費 ※2  1,043,544 ※2  991,920

営業利益又は営業損失（△） 827,216 △772,001

営業外収益   

受取利息 2,280 1,838

受取配当金 74 164

受取補償金 2,085 3,436

違約金収入 － 1,896

雑収入 962 1,002

営業外収益合計 5,402 8,338

営業外費用   

支払利息 226,280 241,649

社債利息 12,921 12,455

株式交付費 222 －

社債発行費 7,590 1,963

支払手数料 51,215 47,612

雑損失 － 3,279

営業外費用合計 298,230 306,960

経常利益又は経常損失（△） 534,389 △1,070,623
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※3  － ※3  41,548

特別利益合計 － 41,548

特別損失   

固定資産除却損 ※4  － ※4  1,674

減損損失 ※5  － ※5  42,900

関係会社整理損 ※6  － ※6  975

特別損失合計 － 45,550

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 534,389 △1,074,625

法人税、住民税及び事業税 222,320 530

法人税等調整額 △2,714 22,526

法人税等合計 219,605 23,056

当期純利益又は当期純損失（△） 314,783 △1,097,681
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売上原価明細書 

ａ 新築物件売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

区分 注記番号 金額（千円） 

構成比 

（％） 金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 不動産取得費  1,950,009 60.2 2,067,318  61.2 

Ⅱ 外注費  1,235,563 38.1 1,250,109  37.0 

Ⅲ 経費  54,704 1.7 60,677  1.8 

新築物件売上原価  3,240,277 100.0 3,378,105  100.0 

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

      

ｂ 再生不動産売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

区分 注記番号 金額（千円） 

構成比 

（％） 金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 不動産取得費  2,954,659 87.2 2,550,949  85.5 

Ⅱ 外注費  320,521 9.5 336,430  11.3 

Ⅲ 経費  112,999 3.3 96,635  3.2 

再生不動産売上原価  3,388,180 100.0 2,984,014  100.0 

（注）原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

      

ｃ 不動産管理売上原価     

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

区分 注記番号 金額（千円） 

構成比 

（％） 金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 賃借料  150,939 66.8 138,509  43.5 

Ⅱ 減価償却費  27,027 12.0 43,003  13.5 

Ⅲ その他  47,856 21.2 136,760  43.0 

不動産管理売上原価  225,824 100.0 318,274  100.0 

      

      

ｄ ゴルフ会員権売上原価    

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

区分 注記番号 金額（千円） 

構成比 

（％） 金額（千円） 

構成比 

（％） 

商品仕入高  205,168 100.0 138,137  100.0 

ゴルフ会員権売上原価  205,168 100.0 138,137  100.0 

      

      

ｅ その他売上原価      

  

前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

区分 注記番号 金額（千円） 

構成比 

（％） 金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 外注費  29,248 54.5 41,429 99.3

Ⅱ 経費  24,446 45.5 287 0.7

その他売上原価  53,694 100.0 41,716 100.0
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 315,115 319,515

当期変動額   

新株の発行 4,400 －

当期変動額合計 4,400 －

当期末残高 319,515 319,515

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 259,413 263,813

当期変動額   

新株の発行 4,400 －

当期変動額合計 4,400 －

当期末残高 263,813 263,813

資本剰余金合計   

前期末残高 259,413 263,813

当期変動額   

新株の発行 4,400 －

当期変動額合計 4,400 －

当期末残高 263,813 263,813

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 871,727 1,162,121

当期変動額   

剰余金の配当 △24,390 △24,590

当期純利益又は当期純損失（△） 314,783 △1,097,681

当期変動額合計 290,393 △1,122,271

当期末残高 1,162,121 39,850

利益剰余金合計   

前期末残高 871,727 1,162,121

当期変動額   

剰余金の配当 △24,390 △24,590

当期純利益又は当期純損失（△） 314,783 △1,097,681

当期変動額合計 290,393 △1,122,271

当期末残高 1,162,121 39,850

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △1,607

当期変動額合計 － △1,607

当期末残高 － △1,607
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,446,256 1,745,450

当期変動額   

新株の発行 8,800 －

剰余金の配当 △24,390 △24,590

当期純利益又は当期純損失（△） 314,783 △1,097,681

自己株式の取得 － △1,607

当期変動額合計 299,193 △1,123,878

当期末残高 1,745,450 621,571

純資産合計   

前期末残高 1,446,256 1,745,450

当期変動額   

新株の発行 8,800 －

剰余金の配当 △24,390 △24,590

当期純利益又は当期純損失（△） 314,783 △1,097,681

自己株式の取得 － △1,607

当期変動額合計 299,193 △1,123,878

当期末残高 1,745,450 621,571
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 534,389 △1,074,625

減価償却費 30,352 49,410

減損損失 － 42,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,477 200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △70 1,389

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,800 △2,400

受取利息及び受取配当金 △2,354 △2,003

支払利息 226,280 241,649

社債利息 12,921 12,455

支払手数料 33,025 32,266

有形固定資産売却損益（△は益） － △41,548

有形固定資産除却損 － 1,674

株式交付費 222 －

社債発行費 7,590 1,963

売上債権の増減額（△は増加） 533,373 △5,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,922,858 3,510,884

仕入債務の増減額（△は減少） △211,588 △465,594

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,503 △28,575

その他 151,370 32,619

小計 △2,577,520 2,307,078

利息及び配当金の受取額 2,354 2,003

利息の支払額 △246,498 △253,341

支払手数料の支払額 △41,964 △7,295

法人税等の支払額 △218,514 △109,926

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,082,143 1,938,518

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △206,235 △65,128

定期預金の払戻による収入 128,071 231,329

積立預金の預入による支出 △111,608 △55,573

積立預金の払戻による収入 129,571 146,432

有形固定資産の取得による支出 △555,660 △5,374

有形固定資産の売却による収入 － 461,929

貸付けによる支出 △1,500 △300

貸付金の回収による収入 816 943

出資金の払込による支出 △5,052 －

関係会社の清算による収入 － 3,124

出資金の売却による収入 － 5,052

関係会社出資金の払込による支出 △4,100 －

その他 △292 1,433

投資活動によるキャッシュ・フロー △625,991 723,869
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） 1,273,328 △1,362,503

長期借入れによる収入 5,212,100 312,700

長期借入金の返済による支出 △2,787,452 △2,373,582

社債の発行による収入 582,598 －

社債の償還による支出 △224,000 △195,000

株式の発行による収入 8,577 －

配当金の支払額 △23,882 △24,414

自己株式の取得による支出 － △1,607

リース債務の返済による支出 － △2,686

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,041,269 △3,647,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 333,134 △984,706

現金及び現金同等物の期首残高 960,013 1,293,148

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,293,148 ※1  308,441
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(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

該当事項はありません。 

㈱ラ・アトレ(8885)平成21年３月期決算短信

- 24 -



(6)【重要な会計方針】 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償却

原価法 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

同 左 

 

２ デリバティブ取引に

より生じる正味の債

権(及び債務)の評価

基準及び評価方法 

 

― ─ 

 

３ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

販売用不動産、商品及び仕掛不動

産 

個別法に基づく原価法 

販売用不動産、商品及び仕掛不動産 

個別法に基づく原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法） 

 

 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「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日公表

分）を適用しております。 

 これにより売上総利益が766,872千

円の減少、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失が766,872千円それ

ぞれ増加しております。 

 

 

４ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  (ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物については、定

額法を採用しております。) 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       10年～40年 

構築物      13年 

工具器具及び備品 ３年～20年 

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

  定率法 

  (ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物については、定額

法を採用しております。) 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物       10年～40年 

構築物      13年 

工具器具及び備品 ３年～20年 

 また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した

会計年度の翌会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 （会計方針の変更） 
 法人税法の改正（（所得税法等の
一部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号）及び（法人税法
施行令の一部を改正する政令 平成
19年３月30日 政令第83号)）に伴
い、平成19年４月１日以降に取得し
たものについては、改正後の法人税
法に基づく減価償却の方法に変更し
ております。 
 この変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。 

─ 

 （追加情報） 
法人税法の改正に伴い、平成19年３
月31日以前に取得したものについて
は、改正前の法人税法に基づく減価
償却の方法の適用により取得価額の
５％に到達した会計年度の翌会計年
度より、取得価額の５％相当額と備
忘価額との差額を５年間にわたり均
等償却し、減価償却費に含めて計上
しております。これによる損益に与
える影響はありません。 

─ 

 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、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。 

 自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法 

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同 左 

 （3）リース資産 
― 

(3)リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 平成20年３月31日以前に契約をし

た、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。 

 (4) 長期前払費用 

  定額法 

 

(4) 長期前払費用 

同 左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

５ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 

   支出時に全額費用処理して

おり 

 ます。 

(2) 社債発行費 
 支出時に全額費用処理しておりま
す。但し、不動産購入資金を社債発
行によって、調達する場合において
は、社債の償還期間にわたり、利息
法により償却する方法によっており
ます。 

(1) 株式交付費 

          ─ 

 

 

(2) 社債発行費 

同 左 

 

 （追加情報） 

当事業年度において、不動産購入

資金を社債発行によって、初めて

調達することになったことに伴

い、当該社債にかかる社債発行費

は繰延資産に計上し、社債の償還

期間にわたり、利息法により償却

する方法によっております。 

一括費用処理をする方法と比べ

て、「営業外費用」は、9,810千円

減少し、「経常利益」及び「税引

前当期純利益」は同額増加してお

ります。 

─ 

 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

 同 左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支出に備える

ため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

同 左 

 (3) 退職給付引当金 

  当期末において従業員が自己

都合により退職した場合の要支給

額の100％を計上しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

７ リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

─ 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。なお、特例処理の要件を

満たしている場合は、特例処理

を適用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 金利スワップ 

  ヘッジ対象 借入金利息 

(3) ヘッジ方針 

  金利の低減のため、対象債務

の範囲内でヘッジを行っており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

  

(3) ヘッジ方針 

同 左 

     

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

        

  

９ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。 

 

同 左 

10 その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜き方

式によっており、たな卸資産に係

る控除対象外消費税等は販売費及

び一般管理費に計上しておりま

す。 

 なお、固定資産に係る控除対象

外消費税等は、投資その他の資産

「その他」に計上し、５年間で均

等償却を行っております。 

 

同 左 
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(7)【重要な会計方針の変更】 

(会計処理の変更) 
 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（固定資産税等の会計処理） 

 賃貸収入が伴う販売用不動産の固定資産税等保

有コストについては、従来、取得価額に含めて計

上しておりましたが、当事業年度より売上原価と

して処理することとしております。この変更は、

販売用不動産に係る賃貸収入が増加することが見

込まれることから、賃貸収入に対応した固定資産

税等保有コストを売上原価に計上し、収益と費用

とのより適切な対応関係を図るためのものであり

ます。この変更により、従来の方法に比べ、売上

原価が11,266千円増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益、税引前当期純利益が同額減少して

おります。 

─ 
 
 

─ （リース取引に関する会計基準等） 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、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したが、当事業年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

第13号（平成５年６月17日（企業審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き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。 

 この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 
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（追加情報） 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日  

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

                 ─ 

 

 

 

保有目的の変更 

 保有目的の変更により、販売用不動産から建物へ

411,626千円、土地へ1,001,075千円振替えておりま

す。 
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(8)【財務諸表に関する注記事項】 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する

債務 

 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 20,066千円

販売用不動産 8,004,766千円

仕掛不動産 1,434,414千円

建物 969,112千円

土地 1,025,102千円

計 11,453,461千円

  

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する

債務 

 (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 63,359千円

販売用不動産 4,506,772千円

仕掛不動産 362,395千円

建物 1,217,094千円

土地 1,696,072千円

計 7,845,694千円

  

 (2) 上記に対応する債務 
 

短期借入金 2,758,428千円

１年内返済予定の長期借入金 2,278,183千円

長期借入金 4,881,238千円

1年内償還予定の社債（銀行保
証付無担保社債） 

25,000千円

社債(銀行保証付無担保社債） 212,500千円

リース契約 6,477千円

計 10,161,827千円

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 1,545,925千円

１年内返済予定の長期借入金 2,846,297千円

長期借入金 2,206,913千円

1年内償還予定の社債(銀行保
証付無担保社債） 25,000千円

社債(銀行保証付無担保社債） 187,500千円

リース契約 4,865千円

計 6,816,501千円
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(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※１        ― 
 
 
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収

益性の低下による簿価切下額 
      新築物件売上原価  263,772千円 
      再生不動産売上原価 503,100千円 

 
※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 165,369千円

広告宣伝費 175,382千円

役員報酬 84,258千円

従業員給与手当 297,018千円

賞与引当金繰入額 6,000千円

手数料 60,544千円

減価償却費 3,324千円

賃借料 40,743千円

退職給付費用 2,403千円

貸倒引当金繰入 263千円

おおよその割合 

 販売費 33％ 

 一般管理費 67％ 

  

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売手数料 162,386千円

広告宣伝費 206,388千円

役員報酬 79,875千円

従業員給与手当 272,080千円

賞与引当金繰入額 2,993千円

手数料 52,316千円

減価償却費 6,407千円

賃借料 38,196千円

退職給付費用 3,166千円

貸倒引当金繰入 200千円

おおよその割合 

 販売費 37％ 

 一般管理費 63％ 

  

※３                   ─ ※３ 固定資産売却益は、建物及び土地の売却に
よるものであります。 

※４                   ─ ※４ 固定資産除却損の内容は、建物の除却によ
るものであります。 

※５                   ─ 

 

※５ 減損損失 
以下の資産について減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

売却予定資産 建物、土地 

東京都千代田区、

東京都大田区 

主に事業の種類を基準に資産のグルーピングを実
施しております。売却予定資産に関しては、帳簿
価額を回収可能価額迄減額し、当該減少額42,900
千円を減損損失として特別損失に計上しておりま
す。 
（減損損失の認識に至った経緯） 
当該資産の早期売却が決定したため、減損損失を
認識しております。 
（回収可能価額の算定方法） 
回収可能価額は正味売却価額により評価しており
ます。 
 

※６                   ─ ※６ 関係会社整理損は、子会社２社を清算した
ことによるものであります。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

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

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 19,512 160 ─ 19,672
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

ストックオプションの権利行使による増加    160 株 

 

２ 自己株式に関する事項 
 
該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 
 
該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
    （千円）

１株当たり配当額
    （円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月27日 
定時株主総会 

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

 

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
    （千円）

１株当たり 
    配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 24,590 1,250 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 19,672 ─ ─ 19,672
 
 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) ─ 52 ─ 52

 

３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
    （千円）

１株当たり配当額
    （円） 基準日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 24,590 1,250 平成20年３月31日 平成20年６月27日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 
該当事項はありません。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,563,907千円

預入期間３か月超の定期預金 △270,759千円

 現金及び現金同等物 1,293,148千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 331,241千円

預入期間３か月超の定期預金 △22,800千円

 現金及び現金同等物 308,441千円
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 工具器具及び備品（千円）

取得価額相当額 5,040 千円

減価償却累計額相当額 1,008 千円

期末残高相当額 4,032 千円

 
(注）取得価額相当額は、未経過リース料当事業年度
末残高が有形固定資産の当事業年度末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込み法により算定して
おります。 
 
②未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 1,008 千円 

1年超 3,024 千円 

合計 4,032 千円 

(注）未経過リース料当事業年度末残高相当額は、未
経過リース料当事業年度末残高が有形固定資産の当
事業年度末残高等に占める割合が低いため、支払利
子込み法により算定しております。 
 
③支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 1,008 千円 

減価償却費相当額 1,008 千円 

 

④減価償却費相当額の算定方法 
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。 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引 
（借主側） 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
当額及び期末残高相当額 

 工具器具及び備品（千円）

取得価額相当額 5,040 千円

減価償却累計額相当額 2,016 千円

期末残高相当額 3,024 千円

 
(注）取得価額相当額は、未経過リース料当事業年度
末残高が有形固定資産の当事業年度末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込み法により算定して
おります。 
 
②未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 1,008 千円 

1年超 2,016 千円 

合計 3,024 千円 

(注）未経過リース料当事業年度末残高相当額は、未
経過リース料当事業年度末残高が有形固定資産の当
事業年度末残高等に占める割合が低いため、支払利
子込み法により算定しております。 
 
③支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 1,008 千円 

減価償却費相当額 1,008 千円 

 

④減価償却費相当額の算定方法 
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。 
 

 

㈱ラ・アトレ(8885)平成21年３月期決算短信

- 36 -



(有価証券関係) 

前事業年度（平成 20 年３月 31 日） 

１ 時価評価されていない有価証券 
 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 1,997

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

 

区分 １年以内 
    (千円) 

１年超５年以内 
    (千円) 

５年超10年以内 
    (千円) 

10年超 
    (千円) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

 (2) 社債 ─ ─ ─ ─

 (3) その他 1,997 ─ ─ ─

 

当事業年度（平成 21 年３月 31 日） 

１ 時価評価されていない有価証券 
 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 金融債 1,997

 

２ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

 

区分 １年以内 
    (千円) 

１年超５年以内 
    (千円) 

５年超10年以内 
    (千円) 

10年超 
    (千円) 

債券  

 (1) 国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

 (2) 社債 ─ ─ ─ ─

 (3) その他 1,997 ─ ─ ─
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(1) 取引の内容 

  利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。 

 

(1) 取引の内容 

          同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  デリバティブ取引については、将来の金利

の変動によるリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であります。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引の利用目的 

  デリバティブ取引は、借入金利の将来の金

利市場における利率上昇による変動リスクを

回避する目的で利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

 

 

 

 

 

 ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。なお、

特例処理の要件を満たしている場合は、特例

処理を適用しております。 

 

  

 

      

           

 ヘッジ手段とヘッジ対象 

      ヘッジ手段  金利スワップ 

      ヘッジ対象  借入金利息 

 

 

 

 

 ヘッジ方針 

  金利リスクの低減並びに金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。 

 

 

 

 ヘッジ有効性評価の方法 

  個別取引ごとに有効性を判断することとし

ております。なお、特例処理の要件を満たし

ているものについては、有効性の評価を省略

しております。 

 

 

 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機

関に限定しているため信用リスクはほとんど

ないと判断しております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

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

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引に関する社内規定に基づ

き取引を行っております。 

  なお、多額の借入金は取締役会の専決事項

でありますので、それに伴う金利スワップ契

約の締結は、同時に取締役会で決定されるこ

ととなります。 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足

説明 

  取引の時価等に関する事項についての契約

額等は、あくまでデリバティブ取引における

名目的な契約額、または計算上の想定元本で

あり、当該金額自体がデリバティブ取引のリ

スクの大きさを示すものではありません。 

 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足

説明 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(平成 20 年３月 31 日) 

前事業年度末残高がないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度末残高がないため、該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

  

 ① (流動資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 2,441千円

未払事業税損金不算入 9,172千円

貸倒引当金繰入限度超過額 267千円

      計 11,881千円

  

  

  

  

  

 ② (固定資産) 

賃貸建物減価償却超過額 184千円
退職給付引当金損金算入限度超
過額 

7,318千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,521千円

減損損失 907千円

      計 10,644千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

(繰延税金資産) 

  

 ① (流動資産) 

税務上の繰越欠損金 115,423千円

賞与引当金損金算入限度超過額 1,464千円

未払事業税損金不算入 590千円

貸倒引当金繰入限度超過額 356千円

たな卸資産評価減 312,040千円

繰延税金資産小計 429,873千円

評価性引当額 △429,873千円

繰延税金資産合計 ─ 千円
 

 ② (固定資産) 

賃貸建物減価償却超過額 174千円
退職給付引当金損金算入限度超
過額 7,983千円

投資有価証券評価損損金不算入 712千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,521千円

減損損失 18,363千円

繰延税金資産小計 28,755千円

評価性引当額 △28,755千円
繰延税金資産合計 ─ 千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異の原因となった主な項目別の

内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 税引前当期純損失が計上されているため、記載し
ておりません。 
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  (持分法投資損益等) 

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

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

(企業結合等関係) 

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

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

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

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

氏名又は 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
直 接 
(41.9) 

― ― 

借入に対す
る債務被保
証 
(注)２ 

64,904 ― ― 

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

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

務被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 
 

当事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

氏名又は 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
び個人
主要株
主 

岡本 英 ― ― 
当社代表取
締役 

(被所有) 
直 接 
(42.0) 

― ― 

借入に対す
る債務被保
証 
(注)２ 

78,668 ― ― 

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

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

務被保証に対して保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件は、一般の取引条件によっております。 
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(退職給付関係) 
 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、勤続満

３年以上の社員を対象に退職金制度を採用し

ております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同 左 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 

退職給付引当金 18,963千円
 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 

退職給付引当金 20,353千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 

勤務費用 2,403千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 

勤務費用 3,166千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社は簡便法を採用しておりますので、基

礎率等については記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同 左 
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(ストック・オプション等関係) 

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

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

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

株式の種類及び付与数 普通株式  60株 普通株式 1,140株 

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日 

権利確定条件 

付与日（平成15年12月17日）から
権利確定日（平成17年６月23日）
まで継続して勤務していること及
び権利行使の時点において、当社
社員の地位を有することを要しま
す。 

付与日（平成16年３月15日）から
権利確定日（平成17年６月23日）
まで継続して勤務していること及
び権利行使の時点において、当社
取締役、監査役又は社員の地位を
有することを要します。 

対象勤務期間 平成15年12月17日 
    ～平成17年６月23日 

平成16年３月15日 
    ～平成17年６月23日 

権利行使期間 平成17年６月24日 
    ～平成25年３月31日 同 左 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利確定前   

 期首(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後   

 期首(株) 28 748

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) ― 160

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 28 588

 

② 単価情報 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利行使価格(円) 45,000 55,000

行使時平均株価(円) ― 185,140

付与日における公正な 
    評価単価（円） 

─ ─

 

㈱ラ・アトレ(8885)平成21年３月期決算短信

- 45 -



 
当事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

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

株式の種類及び付与数 普通株式  60株 普通株式 1,140株 

付与日 平成15年12月17日 平成16年３月15日 

権利確定条件 

付与日（平成15年12月17日）から
権利確定日（平成17年６月23日）
まで継続して勤務していること及
び権利行使の時点において、当社
社員の地位を有することを要しま
す。 

付与日（平成16年３月15日）から
権利確定日（平成17年６月23日）
まで継続して勤務していること及
び権利行使の時点において、当社
取締役、監査役又は社員の地位を
有することを要します。 

対象勤務期間 平成15年12月17日 
    ～平成17年６月23日 

平成16年３月15日 
    ～平成17年６月23日 

権利行使期間 平成17年６月24日 
    ～平成25年３月31日 

同 左 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利確定前   

 期首(株) ─ ─

 付与(株) ─ ─

 失効(株) ─ ─

 権利確定(株) ─ ─

 未確定残(株) ─ ─

権利確定後   

 期首(株) 28 588

 権利確定(株) ─ ─

 権利行使(株) ─ ─

 失効(株) ─ 24

 未行使残(株) 28 564

 

② 単価情報 
 

会社名 提出会社 

 第１回 第２回 

決議年月日 平成15年６月23日 平成15年６月23日 

権利行使価格(円) 45,000 55,000

行使時平均株価(円) ─ ─

付与日における公正な 
    評価単価（円） 

─ ─
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 88,727円 65銭
 

１株当たり純資産額 31,680円 50銭
 

１株当たり当期純利益 16,108円 90銭
 

１株当たり当期純損失（△） △55,844円 61銭
 

潜在株式調整後 
    １株当たり当期純利益 15,697円 60銭
 

 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純
損失が発生しているため記載しておりません。 

 
（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定上の基礎 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 314,783 △ 1,097,681

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(千円) 

314,783 △ 1,097,681

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(株) 19,541 19,656

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 

 当期純利益調整額（千円） ― ─

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳（株） 

 新株予約権 512 ―

           普通株式増加数（株） 512 ―

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

― ―
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

― 
 
 

― 
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5. その他 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

  ①生産実績 

    該当事項はありません。 

 

  ②受注状況 

 当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

1.受注高   

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業 6,455,955 80.5

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約時から引き渡し時の間で、

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

   

   

2.受注残高   

事業部門 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業 440,822 441.8

 (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約時から引き渡し時の間で、

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

 

 ③販売実績 

  当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

事業部門 販売高（千円) 前年同期比（％） 

不動産販売事業 6,114,441 75.3

不動産管理事業 695,220 125.1

ゴルフ会員権事業 148,189 66.3

その他事業 122,316 146.1

合計 7,080,168 78.8

 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

(3) その他 

該当事項はありません。 
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