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1.  21年10月期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年10月期 4,040 0.3 473 △13.5 420 △18.8 242 △15.4

20年10月期 4,030 △0.7 546 12.8 517 14.9 287 12.2

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10月期 7,730.90 7,642.10 18.4 8.2 11.7
20年10月期 18,412.08 18,194.98 26.3 10.9 13.6

（参考） 持分法投資損益 21年10月期  ―百万円 20年10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10月期 5,189 1,425 27.5 45,348.15
20年10月期 5,039 1,220 24.2 77,733.33

（参考） 自己資本   21年10月期  1,424百万円 20年10月期  1,220百万円

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10月期 233 △181 △37 635
20年10月期 287 △574 409 620

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年10月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00 39 13.6 3.6
21年10月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00 40 16.8 3.1

22年10月期 
（予想）

― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00 17.9

3.  22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31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

1,703 △12.4 190 △31.4 165 △34.0 82 △39.3 2,615.08

通期 4,135 2.4 460 △2.6 411 △2.1 227 △6.2 7,250.16



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) 連結財務諸表作成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） 

（注）詳細は、１５ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」 ４．会計処理基準に関する事項 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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10月期 31,412株 20年10月期 15,703株

② 期末自己株式数 21年10月期  ―株 20年10月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年10月期の個別業績（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年10月期 3,715 1.3 417 △14.1 404 △17.8 248 △12.5

20年10月期 3,667 △2.0 485 13.5 491 17.4 284 16.2

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

21年10月期 7,913.61 7,822.71
20年10月期 18,225.24 18,010.35

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10月期 5,061 1,338 26.4 42,557.57
20年10月期 4,893 1,127 23.0 71,785.64

（参考） 自己資本 21年10月期  1,336百万円 20年10月期  1,127百万円

2.  22年10月期の個別業績予想（平成21年11月1日～平成22年10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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な予想を含んでおります。 
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、３ページ １．経営成績 （1）経営成績に関す
る分析 次期の見通し をご覧ください。 
 なお、平成21年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行なっております。 

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 1,530 △13.7 162 △34.4 177 △31.9 105 △33.0 3,345.41

通期 3,798 2.3 408 △2.1 399 △1.2 236 △4.8 7,534.22



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

  当連結会計年度（平成20年11月１日から平成21年10月31日）におけるわが国の経済は、景気の後退局面がやや底入

れし、生産や輸出に下げ止まりの傾向が見られたものの、雇用環境においては厳しい状況が続き、企業の設備投資や

個人消費が低迷致しました。 

  当社グループの事業領域である不動産市場においては、住宅実需市場（特に分譲マンション市場）において物件価

格の調整が進んでいることや住宅ローン減税の拡充などで、市況回復の兆しが見え始めているものの、本格的な回復

にはまだ時間を要するものと考えられます。また、急激な信用収縮により厳格であった金融機関の融資姿勢にも改善

の兆しがみられるようになってきておりますが、不動産取引全般においては停滞の域を脱っしておらず依然先行きは

不透明な状況にあります。 

  このような状況の下、当社グループは、お客様（賃貸物件ユーザー及びオーナー）に軸足を置いた高品質なサービ

スの提供と、営業基盤の拡充、優良な物件の開発に努めてまいりました。この結果、当連結会計年度の業績として、

売上高は4,040,725千円（前期：4,030,340千円、前期比：0.3％増）、営業利益は473,037千円（前期：546,685千

円、前期比：13.5％減）、経常利益は420,376千円（前期：517,822千円、前期比：18.8％減）、当期純利益は

242,827千円（前期：287,025千円、前期比：15.4％減）となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
＜不動産管理運営事業＞ 

 本事業におきましては、既存オーナーとの信頼関係を基盤にした、サブリース受注、管理室数の拡大を図りまし 

た。また、自社開発物件（不動産開発販売事業）を中心とする新築物件の管理委託受注また自社所有物件の増加、ス

ケールメリット生かしたコスト削減による管理業務の採算性向上に努めてまいりました。この結果、不動産管理運営

事業の売上高は2,860,210千円（前期: 2,746,806千円、前期比：4.1％増）、営業利益は482,120千円（前期：

462,675千円、前期比：4.2％増）となりました。 

  
＜不動産開発販売事業＞ 

 当連結会計年度において、収益事業用賃貸物件は、9棟69室（自社開発物件：5棟32室、中古物件：4棟37室）、宅

地は7区画を引渡しました。前期と比較し、取引数は増加したものの利益率の高い物件の取扱が減少したことによ

り、不動産開発販売事業の売上高は931,196千円（前期：1,036,788千円、前期比：10.2％減）、営業利益は87,595千

円（前期：205,027千円、前期比： 57.3％減）となりました。 

  

＜不動産仲介コンサル事業＞ 

 本事業においては、優良な賃貸物件の獲得と多様な物件情報の提供に努め、オーナーのキャッシュ・フローを増加

させるべく稼働率の向上に注力してまいりました。また、人材育成を図るとともに効率化によるコストの削減に取組

んでまいりました。この結果、不動産仲介コンサル事業の売上高は249,319千円（前期：246,745千円、前期比：

1.0％増)、営業利益は76,411千円（前期：66,618千円、前期比：14.7%増）となりました。 

  

②次期の見通し 

 次期（平成21年11月１日から平成22年10月31日）の見通しにつきましては、当社グループが属する不動産業界は、

景気低迷の長期化懸念の影響から取引に対する慎重な姿勢は継続しており、先行きは依然不透明な状況にあります。

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

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

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

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

上記の取り組みによって、次期の売上高は平成21年10月期対比2.4%増の4,135百万円、営業利益は同2.6%減の460百万

円、経常利益は同2.1%減の411百万円、当期純利益は同6.2%減の227百万円をそれぞれ見込んでおります。各セグメン

トの売上高見込みは、不動産管理運営事業が平成21年10月期対比1.9%増の2,913百万円、不動産開発販売事業が同

4.7%増の974百万円、不動産仲介コンサル事業が同0.9%減の246百万円となっております。不動産管理運営事業は管理

物件数増加と自社所有物件増強により着実な成長を見込んでおります。不動産開発販売事業は、外部環境の変化に対

応した少額物件の提供等を進め、売上・損益ともに当期実績を上回る見込みであります。不動産仲介コンサル事業

は、外部環境の変化により、売上、損益とも当期実績を若干下回る見込みであります。 

  

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

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

る結果となる可能性があります。 

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 当社グループにおける財政状態の分析は以下のとおりであります。 

 なお、文中における将来に関する事項については、本資料提出日現在において判断したものであります。 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産額は、前連結会計年度末より149,179千円増加して5,189,021千円（前期比3.0％増）に

なりました。流動資産は223,174千円減少して、2,614,442千円（前期比7.9％減）となりました。流動資産減少の主

な要因は、販売用不動産の売却に伴い、たな卸資産が231,079千円減少したためであります。また、固定資産は

372,354千円増加して、2,574,579千円（前期比16.9％増）となりました。この主な要因は、千葉県船橋市で進めてい

た賃貸マンション開発事業(プライムスクェア)の完成等により、有形固定資産が365,991千円増加したことによるも

のであります。 

 当連結会計年度末の負債の合計は、56,102千円減少して3,763,092千円（前期比1.5％減）となりました。流動負債

は248,172千円減少して、446,314千円(前期比35.7％減)となりました。短期借入金が50,000千円、一年以内返済予定

長期借入金が122,089千円及び未払法人税等が62,238千円減少したことが要因であります。固定負債は192,069千円増

加して3,316,778千円（前期比6.1％増）となりました。長期借入金が174,021千円増加したことが要因であります。 

 当連結会計年度末の純資産は、205,282千円増加して1,425,929千円（前期比16.8％増）となりました。当期純利益

を242,827千円計上し、株主配当を39,257千円行ったことが要因であります。 

  

②キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から14,627千円増加

し、当連結会計年度末現在の残高は635,545千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状

況と変動の要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、１年間で増加した資金は233,300千円（前年同期比18.7％減）となりました。税金等調整前当期

純利益を420,908千円計上し、法人税等を237,554千円支払ったことが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、１年間で減少した資金は181,394千円（前年の同期間では574,948千円の減少）となりました。こ

れは、千葉県船橋市における賃貸マンション開発案件(プライムスクェア)を中心として有形固定資産取得のための支

出を189,164千円行ったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、１年間で減少した資金は37,279千円（前年の同期間では409,899千円の増加）となりました。こ

れは、短期借入金の純増減が50,000千円、長期借入金返済による支出が700,068千円、配当金の支払による支出が

39,257千円それぞれ資金減少要因となった一方で、長期借入金の借入による収入が752,000千円あったためでありま

す。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

(注) １．上記指標の算出方法は下記の通りであります。 

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 

２．上記はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

３．平成17年10月期、平成18年10月期はいずれも当社株式は非上場であったため

時価ベースの自己資本比率は表示しておりません。 

４．平成17年10月期、平成18年10月期、平成19年10月期はいずれも営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率および

インタレスト・カバレッジ・レシオは表示しておりません。 

  

  平成17年10月 平成18年10月 平成19年10月 平成20年10月 平成21年10月 

自己資本比率（％）  14.3  18.0  21.7  24.2  27.5

時価ベースの自己資本比

率（％） 
- -  96.4  29.6  30.3

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％） 
 -  - -   1,026.2  1,263.7

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 -  - -   6.1  4.4



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、配当政策については、中長期的な事業計画に基づ

き企業体質の強化と将来の事業展開のための内部留保の充実を図るとともに、業績に応じた安定的な配当を行うこと

を基本方針としております。 

 平成21年10月期につきましては、１株当たり1,300円の普通配当を予定しております。また、平成22年10月期につ

きましては、前述の通り当期純利益は平成21年10月期対比6.2％減少の227百万円を予想いたしておりますが、１株当

たり1,300円の普通配当を維持する方針であります。今後とも、各期の業績等を勘案して、内部留保の充実と株主へ

の利益還元をバランスよく進める所存であります。 

 なお、当社は定款において、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、

平成22年10月期につきましては期末一括配当とする方針であります。 

  



(4）事業等のリスク 

  以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があ

ると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。 

 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、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

でありますが、当社の有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社グループが判断したものであり、不

確実性を内在しているため、実際の結果とは大きく異なる可能性があります。 

  

①不動産市況について 

 不動産価格の下落している局面においては、買い控えにより下落に拍車がかかり、不動産の流動性の著しい低下、

たな卸資産の評価損や固定資産の減損の発生により業績に影響が出る可能性があります。物件の仕入れについても、

地価の乱高下が続いた場合や競合の激化により有用な情報の入手が困難になった場合には自社開発物件が計画どおり

供給できない可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②市況の変動による不動産開発販売事業の在庫リスクについて 

 当社は独自のコンセプトに基づき、マーケット分析や事業計画を十分に検討した上で他社が取得しにくい土地を厳

選して取得し、収益物件、戸建物件等の企画、開発、販売を行っております。しかしながら、突発的な市況の変動、

想定外の金利の上昇、金融市場の信用収縮等により金融機関の融資姿勢に変化が生じた場合には、購入者の購入意欲

及び資金調達に影響を与え、当初計画通りの販売が行えない可能性があります。その場合は在庫として滞留すること

となり、当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

  

③物件の引渡時期等による業績の変動について 

 不動産開発販売事業における物件の販売について、各期において引渡しとなる物件数が多くないことから、 

引渡し時期及び規模により、当社の四半期毎の業績は大きく変動する可能性があります。 

  

④法的規制について 

 1)不動産関連法制の変更について 

  宅地建物取引業法、建築基準法・都市計画法その他不動産関連法制、建設業法、建築士法等建築に関する法令を

 はじめとして、当社グループの各事業の遂行に関連する法令の改廃や新たに法的規制が設けられた場合には、当社

 グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。 

＜提出会社が取得している免許・許可＞ 

  

   2)個人情報の管理について 

  当社グループが行っている事業においては、多くの顧客の個人情報を保有しています。当社グループでは、個人

 情報保護規定を制定し、情報管理に関する規程及び運用マニュアル等によって、個人情報管理の強化と徹底を図っ

 ております。しかしながら、不測の事態により、当社グループが保有する顧客情報が社外へ漏洩した場合等には、

 顧客への信用低下やトラブル解決のための費用負担等により当社グループの業績に影響を与える可能性がありま 

 す。 

  

⑤有利子負債依存度および資金調達について 

  当社グループは、不動産開発販売事業における土地・建物仕入資金および不動産管理運営事業における賃貸用自社

所有不動産の取得資金を、主に金融機関からの借入金によって調達しております。したがって事業拡大の過程におい

ては営業活動のキャッシュ・フローと投資活動のキャッシュ・フロー(以下、総称してフリー・キャッシュ・フロー

といいます。）がマイナスとなり、それを財務活動により補う傾向となるとともに、総資産に対する有利子負債の割

合が高まる傾向があります。 

 また、当社はたな卸資産に建築中または販売中の物件以外に、賃貸で運用しながら３年以内に販売する予定の物件

を含んでおります。そうした案件の増加も営業キャッシュ・フローのマイナス要因となるものであります。 

  たな卸資産及び賃貸用不動産への投資は当社の成長戦略に不可欠のものであり、フリー・キャッシュ・フローのマ

イナスを補うために次の方策を取っております。 

1. 資金調達に関しては、特定の金融機関に偏ることなく、個別プロジェクトごとに金融機関と協議を行い、金融

機関による客観的評価を経た上で借入を実施しております。 

法令名等 免許・許可の内容 有効期間 

 宅地建物取引業法 国土交通大臣(4) 第5209号  平成19年4月29日から平成24年4月28日まで 

 建設業法  東京都知事（般）17第125524号  平成18年3月30日から平成23年3月29日まで  



2. 常時3～4行のコアバンクを確保しながら、資金調達の裾野を広げる努力をいたしております。 

3. 不動産開発販売に関するプロジェクトの規模は１案件当たり概ね30百万円から300百万円として、資金調達、

販売活動両面で機動性が効くものとしております。 

  しかし、金融環境の変化や当社の信用力低下により資金調達が十分に行われない場合には個別プロジェクト進捗と

当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

   

  当社グループのキャッシュ・フローおよび有利子負債の状況は下記の通りであります。 

                                        (単位：千円） 

  

⑥販売先の確保について 

 当社は、不動産開発販売事業において収益物件等の企画、開発を行い、不動産仲介コンサル事業及び不動産管理運

営事業において信頼関係を培った不動産オーナーを始めとする購入者に対し販売を行っております。これらの既存事

業における信頼関係に基づく顧客層は今後も拡大していくものと考えますが、万が一当社の企画物件数の増大に伴い

十分な顧客の確保ができない場合は当社の業績及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦人材の確保・育成について 

 当社グループの事業は、各事業の連携とそこから生まれる事業間のシナジーにより、顧客のニーズを具現化する商

品・サービスの実現を目指しております。そのためには不動産事業は勿論、金融・法務・税務にわたる幅広い知識と

経験を有する優秀な人材の確保・育成が不可欠となっております。 

 そうした中、当社グループでは採用から育成にいたる環境整備に積極的に取り組んでいく方針でありますが、今

後、当社グループが求める人材の確保・育成が計画通り進まなかった場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

⑧小規模組織であることについて 

 当社グループは平成21年10月31日現在、従業員35名と小規模組織であり、内部管理体制についても組織の規模に応

じたものとなっております。当社グループは今後、業容の拡大に応じて人材の採用を行うとともに社内管理体制の強

化・充実に努める予定であります。しかしながら、当社グループが事業の拡大に対して適切かつ充分な対応ができな

かった場合には、当社グループの事業遂行及び拡大に制約が生じ、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代表取締役への依存について 

 当社の代表取締役である向井山達也は、当社グループの経営方針や事業戦略の立案、決定ならびに事業の推進にお

いて重要な役割を果たしております。 

 当社グループは事業の拡大とともに、同氏に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの事情によ

り同氏の業務遂行が困難となった場合には、その後の当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。  

決算年月 平成20年10月 平成21年10月 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  287,099  233,300

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △574,948  △181,394

 （フリー・キャッシュ・フロー合計）   △287,849  51,906

 財務活動によるキャッシュ・フロー   409,899  △37,279

 短期借入金  50,000  －

 １年内返済予定の長期借入金  257,193  135,104

 長期借入金  2,639,144  2,813,165

 有利子負債合計    A   2,946,337  2,948,269

 総資産額     B   5,039,841  5,189,021

 有利子負債依存度 A/B    % 58.5   % 56.8

 たな卸資産残高  2,106,910  1,875,831

 有形固定資産残高  1,957,322  2,323,314



 近の有価証券報告書（平成21年１月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。  

  

(1）会社経営の基本方針 

 当社グループは、創業以来徹底したお客様中心主義を掲げております。目先の利益を追い求めるのではなく、常に

お客様の目線で物事を捉え、お客様の立場で物事を判断することを、全ての社員が心がけております。私達はお客様

の声に真摯に耳を傾け、お客様の「あったらいいなぁ」を社会に提供し続けていきたいと考えております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、住空間をお客様本位の新しい使い方・住まい方を創造する企業を目指すとともに経常利益の拡大

を図っていきたいと考えております。また長期的には売上高経常利益率の向上を重視して経営に取り組んでまいりま

す。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  不動産業界においては、J-REIT導入や不動産私募ファンドの拡大の流れを受けて、全体的に投資の大型化、供給側

の効率優先による画一化傾向が強まっておりました。 

  このような環境のもと、当社グループは、不動産仲介コンサル事業による自社店舗を活用した仲介を通じて借主様

のニーズを直接感知し、受託したサブリース物件の収益向上、物件管理受託、プロパティマネジメントとリノベーシ

ョン提案を行う不動産管理運営事業に生かしていきます。これにより、物件オーナーの当社サービスへの信頼を拡大

し、資産の有効活用のコンサル受託及び企画の受注との相乗効果を図っていきます。不動産開発販売事業における新

規開発物件はこうした関係を強める有力な手段と考えています。 

 借主様の満足とオーナーからの信頼こそが当社の存在意義であり、中長期的な会社の成長基盤であります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

①事業基盤の強化と持続的成長 

 持続的な成長を図るべく、更なる企画、開発物件の拡大に加え、居住用物件や駐車場等の管理受託ニーズの発掘を

行ってまいります。 

 上記の目的を達成するためにはオーナーとの厚い信頼関係が必須であり、またその関係を持続していくためには、

不動産関連知識に加え、不動産経営に関する金融・法務・税務等広範に及ぶ高いコンサルティング能力が不可欠とな

ってまいります。有能な社員の確保とともに、適材適所の人材配置と教育体制の充実により能力の向上に努めてまい

ります。 

  

②企画・開発力の更なる向上 

 当社グループでは、入居者のニーズを的確かつ迅速に把握し、 適なコンセプトを創造し企画・開発を行うことを

ビジネスの源泉としております。土地の仕入環境における競合において、他社が企画・開発が難しい物件について当

社が収益性の高い企画・開発を提案することでビジネスチャンスを拡大していきます。 

  

③物件数増加に伴う物件価値の維持 

 当社グループは不動産仲介コンサル事業において蓄積された入居者ニーズを基盤に、当社独自のコンセプトによる

物件の企画開発を行っております。その土地の特性に も適した物件であること、そのエリアでのユーザーニーズを

大限に発揮することが不可欠であると考え、所謂「～シリーズ」のような単一ブランドによる画一的な物件は作ら

ず、独自性を重視した高品質の物件を提供してまいります。 

 今後の当社の成長及び拡大にあたってはこれらの物件数の増加が必須であり、これを引続き維持していくため、更

なるユーザーニーズを探求してまいります。同時に、ユーザーに対し物件を通じて価値の提供を可能にする優秀な人

材の確保および社内での人材育成の強化を行ってまいります。  

  

(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。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 620,917 635,545

営業未収入金 65,244 59,462

たな卸資産 ※1, ※2  2,106,910 ※1, ※2, ※3  1,875,831

繰延税金資産 31,547 25,211

その他 30,017 30,239

貸倒引当金 △17,020 △11,847

流動資産合計 2,837,616 2,614,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1, ※2  771,883 ※1, ※2  1,267,265

減価償却累計額 △34,793 △66,374

建物及び構築物（純額） 737,089 1,200,891

車両運搬具 33,952 36,367

減価償却累計額 △25,700 △29,546

車両運搬具（純額） 8,251 6,821

工具、器具及び備品 88,937 92,692

減価償却累計額 △43,082 △56,205

工具、器具及び備品（純額） 45,855 36,487

土地 ※1, ※2  994,085 ※1, ※2  1,079,114

建設仮勘定 ※1, ※2  172,040 －

有形固定資産合計 1,957,322 2,323,314

無形固定資産   

ソフトウエア 4,812 4,414

その他 3,202 3,202

無形固定資産合計 8,014 7,616

投資その他の資産   

投資有価証券 1,839 2,199

繰延税金資産 1,452 4,689

敷金 96,854 84,530

差入保証金 91,758 92,968

その他 44,981 59,260

投資その他の資産合計 236,887 243,648

固定資産合計 2,202,225 2,574,579

資産合計 5,039,841 5,189,021



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 51,978 49,340

短期借入金 ※1  50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  257,193 ※1  135,104

未払費用 18,314 18,561

未払法人税等 123,974 61,735

賞与引当金 14,352 9,500

前受金 64,333 50,237

営業預り金 98,656 96,118

その他 15,684 25,716

流動負債合計 694,486 446,314

固定負債   

長期借入金 ※1  2,639,144 ※1  2,813,165

預り敷金 258,509 255,298

預り保証金 227,054 248,314

固定負債合計 3,124,708 3,316,778

負債合計 3,819,195 3,763,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 165,635 165,659

資本剰余金 64,485 64,509

利益剰余金 990,524 1,194,095

株主資本合計 1,220,646 1,424,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 213

新株予約権 － 1,453

純資産合計 1,220,646 1,425,929

負債純資産合計 5,039,841 5,189,021



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 4,030,340 4,040,725

売上原価 2,868,036 2,975,457

売上総利益 1,162,304 1,065,268

販売費及び一般管理費   

役員報酬 97,820 97,290

給与手当 140,388 147,558

賞与 5,998 9,265

賞与引当金繰入額 14,352 9,500

法定福利費 28,696 28,575

地代家賃 84,843 77,160

租税公課 36,358 55,233

通信費 20,780 18,239

業務委託費 36,370 37,875

貸倒引当金繰入額 1,131 －

その他 148,879 111,532

販売費及び一般管理費合計 615,619 592,231

営業利益 546,685 473,037

営業外収益   

受取利息 1,269 678

保険金収入 375 77

共済会分配金 16,842 －

その他 24 52

営業外収益合計 18,511 808

営業外費用   

支払利息 47,374 53,469

営業外費用合計 47,374 53,469

経常利益 517,822 420,376

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,871 655

特別利益合計 1,871 655

特別損失   

固定資産除却損 ※1  1,459 ※1  123

投資有価証券評価損 3,250 －

特別損失合計 4,709 123

税金等調整前当期純利益 514,984 420,908

法人税、住民税及び事業税 216,466 175,128

法人税等調整額 11,492 2,952

法人税等合計 227,958 178,080

当期純利益 287,025 242,827



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 164,450 165,635

当期変動額   

新株の発行 1,185 23

当期変動額合計 1,185 23

当期末残高 165,635 165,659

資本剰余金   

前期末残高 63,300 64,485

当期変動額   

新株の発行 1,185 23

当期変動額合計 1,185 23

当期末残高 64,485 64,509

利益剰余金   

前期末残高 734,599 990,524

当期変動額   

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 287,025 242,827

当期変動額合計 255,925 203,570

当期末残高 990,524 1,194,095

株主資本合計   

前期末残高 962,349 1,220,646

当期変動額   

新株の発行 2,371 46

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 287,025 242,827

当期変動額合計 258,297 203,616

当期末残高 1,220,646 1,424,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △677 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 677 213

当期変動額合計 677 213

当期末残高 － 213



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1,453

当期変動額合計 － 1,453

当期末残高 － 1,453

純資産合計   

前期末残高 961,671 1,220,646

当期変動額   

新株の発行 2,371 46

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 287,025 242,827

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 677 1,666

当期変動額合計 258,974 205,282

当期末残高 1,220,646 1,425,929



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

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 514,984 420,908

減価償却費 58,038 72,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,641 △5,173

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,508 △4,852

受取利息及び受取配当金 △1,269 △678

支払利息 47,374 53,469

投資有価証券評価損益（△は益） 3,250 －

固定資産除却損 1,459 123

営業債権の増減額（△は増加） 203 5,781

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,125 △24,973

営業債務の増減額（△は減少） △78,034 △2,651

前受金の増減額（△は減少） 2,669 △14,095

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,275 10,179

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 8,204 △3,211

その他 △4,825 15,958

小計 564,307 522,951

利息及び配当金の受取額 1,269 678

利息の支払額 △48,208 △52,774

法人税等の支払額 △230,270 △237,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,099 233,300

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △573,431 △189,164

無形固定資産の取得による支出 △2,500 △1,030

敷金及び保証金の差入による支出 △2,130 △1,026

敷金及び保証金の回収による収入 1,445 12,140

その他 1,667 △2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △574,948 △181,394

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） △902,000 △50,000

長期借入れによる収入 1,948,000 752,000

長期借入金の返済による支出 △607,372 △700,068

株式の発行による収入 2,371 46

配当金の支払いによる支出 △31,100 △39,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 409,899 △37,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,049 14,627

現金及び現金同等物の期首残高 498,868 620,917

現金及び現金同等物の期末残高 620,917 635,545



 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

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19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱アールエイジ・テクニカル・サービス 

同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

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 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は総平均
法により算定）を採用しておりま
す。 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  ロ たな卸資産 

販売用不動産・仕掛販売用不動産 
個別原価法 
なお、賃貸等による収入が発生して
いる販売用不動産に関しては、それ
ぞれの耐用年数に応じた減価償却を
行っております。 

ロ たな卸資産 

販売用不動産・仕掛販売用不動産 
個別原価法（貸借対照表価格は収益
性の低下に基づく簿価切下げ方法に
より算定）  
なお、賃貸等による収入が発生して
いる販売用不動産に関しては、それ
ぞれの耐用年数に応じた減価償却を
行っております。 
（会計方針の変更）  
当連結会計年度より「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
る損益に与える影響はありません。

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（附属設備を除く）について
は、定額法を採用しております。な
お、耐用年数及び残存価額については
法人税法に規定する方法と同一の基準
によっております。 

イ 有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（附属設備を除く）について
は、定額法を採用しております。な
お、耐用年数及び残存価額については
法人税法に規定する方法と同一の基準
によっております。 

  （追加情報） 

 当連結会計年度より、法人税法の改
正に伴い、平成19年３月31日以前に取
得した有形固定資産については、償却
可能限度額まで償却が終了した翌連結
会計年度から５年間で均等償却する方
法によっております。 
 この変更による損益への影響は軽微
であります。 

  

  ロ 無形固定資産 

定額法 
なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

  ハ 長期前払費用 

定額法 

ハ 長期前払費用 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

(3）重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支給
見込み額に基づき当連結会計年度の負
担額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

(4）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっており、控徐対象外消費税及
び地方消費税は、当連結会計年度の費用
として処理しております。 
 ただし、固定資産に係る控除対象外消
費税及び地方消費税は、投資その他の資
産の「その他」に含めて計上し、５年間
で均等償却を行っております。 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっており、控徐対象外消費税及
び地方消費税は、当連結会計年度の費用
として処理しております。 
 ただし、固定資産に係る控除対象外消
費税及び地方消費税は、投資その他の資
産の「その他」に含めて計上し、５年間
で均等償却を行っております。 

  （会計方針の変更） 

 従来、控除対象外消費税及び地方消費
税は、発生年度の期間費用としておりま
したが、固定資産に係る控除対象外消費
税及び地方消費税については、当連結会
計年度より、投資その他の資産の「その
他」に含めて計上し、５年間で均等償却
を行っております。 
 この変更は、自社所有賃貸事業用不動
産の増加に伴って、建物等の取得時に費
用化されていた控除対象外消費税等を賃
貸事業による収益に対応させ、期間損益
のより一層の適正化を図るために行った
ものであります。 
 この変更により、従来の方法に比べ
て、販売費及び一般管理費が19,093千円
減少し、営業利益、経常利益及び税金等
調整前当期純利益が同額増加しておりま
す。事業の種類別セグメント情報への影
響に関しましては、当該個所に記載して
おります。 

  

５．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 



  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年10月31日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

たな卸資産 1,526,786千円

土地 993,904千円

建物及び構築物 694,169千円

建設仮勘定 172,040千円

計 3,386,900千円

たな卸資産 1,339,259千円

土地 1,040,657千円

建物及び構築物 1,091,197千円

計 3,471,114千円

上記資産は、短期借入金50,000千円、１年内返済予

定長期借入金257,193千円、長期借入金2,639,144千

円の担保に供しております。 

上記資産は、１年内返済予定長期借入金135,104千

円、長期借入金2,813,165千円の担保に供しており

ます。 

※２ 当連結会計年度において、所有物件の保有目的変更

に伴い、建物及び構築物31,362千円と土地89,510千

円をそれぞれたな卸資産に振替えております。ま

た、別物件の保有目的変更に伴い、たな卸資産

494,456千円を建物及び構築物に50,547千円、土地

に271,868千円、建設仮勘定に172,040千円それぞれ

振替えております。 

  

   ────── 

  

※２ 当連結会計年度において、所有物件の保有目的変更

に伴い、たな卸資産238,391千円を建物及び構築物

に153,362千円、土地に85,029千円それぞれ振替え

ております。 

  

  

  

  

※３ たな卸資産の内訳 

  

  

販売用不動産 1,282,822千円

仕掛販売用不動産 593,009千円

計 1,875,831千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 1,387千円

車両運搬具 39千円

工具、器具及び備品 32千円

計 1,459千円

工具、器具及び備品 123千円

計 123千円



前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の増加153株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

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

 平成21年１月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額        39百万円 

（ロ）配当の原資         利益剰余金 

（ハ）１株当たり配当額      2,500円 

（ニ）基準日           平成20年10月31日 

（ホ）効力発生日         平成21年１月29日 

当連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注） 普通株式の増加は、ストック・オプションの行使により３株増加し、また、平成21年４月１日に、平成21年

３月31日 終株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式を１株につき２株の割合

をもって分割したことにより15,706株増加したことによるものであります。 

  

    ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度
末株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  15,550  153  －  15,703

合計  15,550  153  －  15,703

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

(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1月30日 

定時株主総会 
普通株式  31,100  2,000 平成19年10月31日 平成20年1月31日 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度
末株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  15,703  15,709  －  31,412

合計  15,703  15,709  －  31,412

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －



３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

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

 平成22年１月28日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

（イ）配当金の総額        40百万円 

（ロ）配当の原資         利益剰余金 

（ハ）１株当たり配当額      1,300円 

（ニ）基準日           平成21年10月31日 

（ホ）効力発生日         平成22年１月29日  

  

  

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年11月１日

至 平成21年10月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

(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21年1月28日 

定時株主総会 
普通株式  39,257  2,500 平成20年10月31日 平成21年1月29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19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31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 

（平成20年10月31日現在）

（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 

（平成21年10月31日現在）

（千円）

  

現金及び預金勘定 620,917

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 620,917

現金及び預金勘定 635,545

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 635,545

（デリバティブ取引関係）



前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

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186,760千円であり、その主なも

のは役員報酬、経理等管理部門経費等であります。 

４．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617,766千円であり、その主なものは提出会社

の現金及び預金と福利厚生施設等であります。 

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

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４．会計処理基準に関する事項（４）」に記載の通

り、当連結会計年度より、固定資産に係る控除対象外消費税等の会計処理を変更しております。この変更に

より、営業費用が、不動産管理運営事業は17,237千円、不動産開発販売事業は1,499千円、不動産仲介コン

サル事業は356千円それぞれ減少し、営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

７．「注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載の通り、当連結会計年度において、所有物件の保有目的変更を行

っております。その影響により、不動産管理運営事業の資産が374,096千円多く、不動産開発販売事業の資

産が同額少なく、それぞれ表示されております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  2,746,806  1,036,788  246,745  4,030,340  －  4,030,340

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 3,290  －  －  3,290  △3,290  －

計  2,750,096  1,036,788  246,745  4,033,630  △3,290  4,030,340

営業費用  2,287,420  831,761  180,126  3,299,308  184,346  3,483,655

営業利益  462,675  205,027  66,618  734,322  △187,636  546,685

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  2,215,268  2,115,769  91,036  4,422,075  617,766  5,039,841

減価償却費  47,747  397  4,181  52,327  5,711  58,038

資本的支出  530,180  842  21,299  552,323  2,949  555,272

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業 

賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住

用賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリース

テイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 



当連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社の事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

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170,931千円であり、その主なも

のは役員報酬、経理等管理部門経費等であります。 

４．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640,962千円であり、その主なものは提出会社

の現金及び預金と福利厚生施設等であります。 

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

６．「注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載の通り、当連結会計年度において、所有物件の保有目的変更を行

っております。その影響により、不動産管理運営事業の資産が237,728千円多く、不動産開発販売事業の資

産が同額少なく、それぞれ表示されております。 

７. 会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）ロに記載のとおり、当連結会計年度より「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。

これによる損益に与える影響はありません。  

  

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年11月１

日 至 平成21年10月31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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年11月１

日 至 平成21年10月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  2,860,210  931,196  249,319  4,040,725  －  4,040,725

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,158  －  －  2,158  △2,158  －

計  2,862,369  931,196  249,319  4,042,884  △2,158  4,040,725

営業費用  2,380,248  843,600  172,907  3,396,757  170,931  3,567,688

営業利益  482,120  87,595  76,411  646,127  △173,090  473,037

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  2,584,189  1,886,156  77,713  4,548,059  640,962  5,189,021

減価償却費  61,739  836  7,499  70,075  2,090  72,165

資本的支出  194,535  －  －  194,535  －  194,535

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業 

賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住

用賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリース

テイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注）１.当社は、平成21年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合における前連結会計年度の１株当たり情報は以下のとおりであります。 

      １株当たり純資産額    38,866円66銭 

      １株当たり当期純利益金額 9,206円04銭 

      潜在株式調整後１株当たり 

      当期純利益金額      9,097円49銭  

  

    ２. 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。 

  

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭77,733 33

１株当たり当期純利益金額 18,412円08銭

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 銭18,194 98

１株当たり純資産額 円 銭45,348 15

１株当たり当期純利益金額 円 銭7,730 90

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額 
円 銭7,642 10

  
前連結会計年度

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

1株当たり当期純利益            

   当期純利益（千円）  287,025  242,827

  普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

  普通株式に係る当期純利益（千円）  287,025  242,827

  期中平均株式数（株）  15,589  31,410

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額             

  当期純利益調整額(千円)  －  －

 普通株式増加数  186  365

 （うちストックオプション）   (186)  (365)

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めなかった

潜在株式の概要 

 － 第３回新株予約権73個（146株） 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

 平成21年１月28日開催の定時株主総会において、会社法

の規定に基づき、当社の取締役及び使用人ならびに当社子

会社の取締役及び使用人に対してストック・オプションと

して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することにつき特別決議されました。その内容は、

「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（８）ストック

オプション制度の内容」に記載のとおりであります。 

  なお、当該ストック・オプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準

第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基づき、

「株式報酬費用」として対象勤務期間において費用処理す

るものであります。 

  

──────      

  



 リース取引、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、税効果関係及び関連当事者情報に関する注記事

項は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、記載を省略しております。  

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 506,789 543,073

営業未収入金 26,226 17,098

販売用不動産 ※1, ※2  1,187,139 ※1, ※2  1,283,472

仕掛販売用不動産 ※1, ※2  920,421 ※1  593,009

前渡金 600 600

前払費用 9,548 8,722

繰延税金資産 28,904 23,510

立替金 17,479 14,727

その他 1,444 5,524

貸倒引当金 △16,761 △11,601

流動資産合計 2,681,792 2,478,137

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1, ※2  764,306 ※1, ※2  1,260,139

減価償却累計額 △28,931 △60,181

建物（純額） 735,374 1,199,957

構築物 6,768 6,768

減価償却累計額 △4,832 △5,044

構築物（純額） 1,936 1,724

車両運搬具 28,516 28,516

減価償却累計額 △20,852 △23,913

車両運搬具（純額） 7,664 4,602

工具、器具及び備品 88,526 92,281

減価償却累計額 △42,579 △55,690

工具、器具及び備品（純額） 45,947 36,590

土地 ※1, ※2  994,085 ※1, ※2  1,079,114

建設仮勘定 ※1, ※2  172,040 －

有形固定資産合計 1,957,048 2,321,989

無形固定資産   

ソフトウエア 4,812 4,414

電話加入権 3,202 3,202

無形固定資産合計 8,014 7,616

投資その他の資産   

投資有価証券 1,839 2,199

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 24,360 36,764

繰延税金資産 1,452 4,689

敷金 96,527 84,530

差入保証金 91,758 92,784

その他 20,426 22,447

投資その他の資産合計 246,365 253,416

固定資産合計 2,211,428 2,583,022

資産合計 4,893,220 5,061,159



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 23,111 25,440

短期借入金 ※1  50,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  257,193 ※1  135,104

未払費用 13,713 13,294

未払法人税等 110,149 53,183

未払消費税等 7,522 18,787

賞与引当金 12,000 8,000

前受金 62,933 50,150

営業預り金 98,656 96,118

預り金 2,532 2,730

その他 3,449 3,300

流動負債合計 641,262 406,110

固定負債   

長期借入金 ※1  2,639,144 ※1  2,813,165

預り敷金 258,509 255,298

預り保証金 227,054 248,314

固定負債合計 3,124,708 3,316,778

負債合計 3,765,970 3,722,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 165,635 165,659

資本剰余金   

資本準備金 64,485 64,509

資本剰余金合計 64,485 64,509

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 897,128 1,106,437

利益剰余金合計 897,128 1,106,437

株主資本合計 1,127,249 1,336,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 213

新株予約権 － 1,453

純資産合計 1,127,249 1,338,271

負債純資産合計 4,893,220 5,061,159



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高   

不動産管理運営事業売上 2,384,267 2,534,809

不動産開発販売事業売上 1,036,788 931,196

不動産仲介コンサル事業売上 246,745 249,319

売上高合計 3,667,801 3,715,325

売上原価   

不動産管理運営事業原価 1,813,334 1,932,113

不動産開発販売事業原価 773,230 789,204

不動産仲介コンサル事業原価 53,854 46,067

売上原価合計 2,640,420 2,767,385

売上総利益 1,027,381 947,939

販売費及び一般管理費   

役員報酬 88,770 88,290

給与手当 118,433 126,522

賞与 3,180 7,967

賞与引当金繰入額 12,000 8,000

法定福利費 23,871 24,064

福利厚生費 3,421 3,067

地代家賃 77,962 70,204

租税公課 35,403 54,885

旅費及び交通費 13,505 11,426

通信費 18,085 15,904

支払手数料 13,010 12,099

業務委託費 31,895 33,602

採用費 14,313 6,198

減価償却費 27,734 24,420

貸倒引当金繰入額 1,131 －

貸倒損失 1,729 199

その他 57,119 43,897

販売費及び一般管理費合計 541,568 530,753

営業利益 485,813 417,186

営業外収益   

受取利息 1,107 601

受取配当金 ※1  35,000 ※1  40,000

保険金収入 375 77

共済会分配金 16,842 －

その他 21 14

営業外収益合計 53,346 40,693



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

営業外費用   

支払利息 47,740 53,869

営業外費用合計 47,740 53,869

経常利益 491,419 404,009

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 642

特別利益合計 － 642

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,437 ※2  123

投資有価証券評価損 3,250 －

特別損失合計 4,687 123

税引前当期純利益 486,732 404,528

法人税、住民税及び事業税 191,538 153,951

法人税等調整額 11,080 2,010

法人税等合計 202,618 155,962

当期純利益 284,113 248,566



（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11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 164,450 165,635

当期変動額   

新株の発行 1,185 23

当期変動額合計 1,185 23

当期末残高 165,635 165,659

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 63,300 64,485

当期変動額   

新株の発行 1,185 23

当期変動額合計 1,185 23

当期末残高 64,485 64,509

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 644,115 897,128

当期変動額   

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 284,113 248,566

当期変動額合計 253,013 209,308

当期末残高 897,128 1,106,437

株主資本合計   

前期末残高 871,865 1,127,249

当期変動額   

新株の発行 2,371 46

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 284,113 248,566

当期変動額合計 255,384 209,355

当期末残高 1,127,249 1,336,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △677 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 677 213

当期変動額合計 677 213

当期末残高 － 213



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1,453

当期変動額合計 － 1,453

当期末残高 － 1,453

純資産合計   

前期末残高 871,187 1,127,249

当期変動額   

新株の発行 2,371 46

剰余金の配当 △31,100 △39,257

当期純利益 284,113 248,566

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 677 1,666

当期変動額合計 256,062 211,021

当期末残高 1,127,249 1,338,271



 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1）子会社株式 

総平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）を採用しております。 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

販売用不動産、仕掛販売用不動産 

個別原価法 

なお、賃貸等による収入が発生している

販売用不動産に関しては、それぞれの耐

用年数に応じた減価償却を行っておりま

す。 

販売用不動産、仕掛販売用不動産 

個別原価法（貸借対照表価格は収益性の

低下に基づく簿価切下げ方法により算

定）  

なお、賃貸等による収入が発生している

販売用不動産に関しては、それぞれの耐

用年数に応じた減価償却を行っておりま

す。 

（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。これによる損益に与える影響はあ

りません。  

３．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。な

お、耐用年数及び残存価額については

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

(1）有形固定資産 

定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。な

お、耐用年数及び残存価額については

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

  （追加情報） 

 当事業年度より、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、償却可能

限度額まで償却が終了した翌事業年度

から５年間で均等償却する方法によっ

ております。 

 この変更による損益への影響は軽微

であります。 

  (2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込み額に基づき当事業年度の負担額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

５．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。 

──────  

  

  

６．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。 

 ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税及び地方消費税は、長期前払費用に計上

し、５年間で均等償却を行っております。 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっており、控除対象外消費税及び

地方消費税は、当事業年度の費用として処

理しております。 

 ただし、固定資産に係る控除対象外消費

税及び地方消費税は、長期前払費用に計上

し、５年間で均等償却を行っております。 

  （会計方針の変更） 

 従来、控除対象外消費税及び地方消費税

は、発生年度の期間費用としておりました

が、固定資産に係る控除対象外消費税及び

地方消費税については、当事業年度より、

長期前払費用に計上し、５年間で均等償却

を行っております。 

 この変更は、自社所有賃貸事業用不動産

の増加に伴って、建物等の取得時に費用化

されていた控除対象外消費税等を賃貸事業

による収益に対応させ、期間損益のより一

層の適正化を図るために行ったものであり

ます。 

 この変更により、従来の方法に比べて、

販売費及び一般管理費が19,093千円減少

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益が同額増加しております。 



  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年10月31日） 

当事業年度 
（平成21年10月31日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

販売用不動産 950,301千円

仕掛販売用不動産 576,484千円

土地 993,904千円

建物 694,169千円

建設仮勘定 172,040千円

計 3,386,900千円

販売用不動産 1,213,058千円

仕掛販売用不動産 126,201千円

土地 1,040,657千円

建物 1,091,197千円

計 3,471,114千円

上記資産は、短期借入金50,000千円、１年内返済予

定長期借入金257,193千円、長期借入金2,639,144千

円の担保に供しております。 

上記資産は、１年内返済予定長期借入金135,104千

円、長期借入金2,813,165千円の担保に供しており

ます。 

※２ 当事業年度において、所有物件の保有目的変更に伴

い、建物31,362千円と土地89,510千円をそれぞれた

な卸資産に振替えております。また、別物件の保有

目的変更に伴い、販売用不動産131,391千円を建物

に50,547千円、土地に80,843千円それぞれ振替え、

また、仕掛販売用不動産363,065千円を建設仮勘定

に172,040千円、土地に191,024千円それぞれ振替え

ております。 

※２ 当事業年度において、所有物件の保有目的変更に伴

い、販売用不動産238,391千円を建物に153,362千

円、土地に85,029千円それぞれ振替えております。

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取配当金 35,000千円

計 35,000千円

受取配当金 40,000千円

計 40,000千円

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 1,387千円

車両運搬具 17千円

工具、器具及び備品 32千円

計 1,437千円

工具、器具及び備品 123千円

計 123千円



 （注）１.当社は、平成21年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合における事業年度の１株当たり情報は以下のとおりであります。 

      １株当たり純資産額    35,892円82銭 

      １株当たり当期純利益金額 9,112円62銭 

      潜在株式調整後１株当たり 

      当期純利益金額      9,005円18銭  

  

    ２. 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。 

  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭71,785 64

１株当たり当期純利益金額 円 銭18,225 24

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額    
円 銭18,010 35

１株当たり純資産額 円 銭42,557 57

１株当たり当期純利益金額 円 銭7,913 61

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額    
円 銭7,822 71

  
前事業年度

（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

１株当たり当期純利益             

  当期純利益（千円）  284,113  248,566

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（千円）  284,113  248,566

 期中平均株式数（株）  15,589  31,410

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）  －  －

  普通株式増加数  186  365

  （うちストックオプション）  (186)  (365)

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めなかった

潜在株式の概要 

― 第３回新株予約権73個（146株） 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

 平成21年１月28日開催の定時株主総会において、会社法

の規定に基づき、当社の取締役及び使用人ならびに当社子

会社の取締役及び使用人に対してストック・オプションと

して発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することにつき特別決議されました。その内容は、

「第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（８）ストック

オプション制度の内容」に記載のとおりであります。 

  なお、当該ストック・オプションにつきましては、「ス

トック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準

第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）に基づき、

「株式報酬費用」として対象勤務期間において費用処理す

るものであります。 

  

─────── 

  



(1）役員の異動 

 決定次第開示致します。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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