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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

  

第一部 【企業情報】

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成15年８月 平成16年８月 平成17年８月 平成18年８月 平成19年８月

売上高 (千円) 1,254,156 1,480,012 1,596,214 2,596,511 2,943,655

経常利益 (千円) 165,203 187,581 98,287 262,575 412,368

当期純利益 (千円) 65,266 11,548 62,515 152,265 248,341

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 10,000 67,825 67,825 67,825 261,025

発行済株式総数 (株) 200 6,771 6,771 6,771 8,771

純資産額 (千円) 344,558 471,756 534,116 685,707 1,321,279

総資産額 (千円) 4,053,889 4,018,288 4,969,432 5,839,702 7,043,417

１株当たり純資産額 (円) 1,722,794.07 69,673.15 78,882.93 101,271.29 150,641.86

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

(円)
－ 

(－)
－

(－)
－

(－)
－ 

(－)
－

(－)

１株当たり 
当期純利益金額

(円) 326,330.04 1,808.34 9,232.87 22,487.90 34,957.97

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 8.5 11.7 10.7 11.7 18.8

自己資本利益率 (％) 20.9 2.8 12.4 25.0 24.7

株価収益率 (倍) － － － － 3.4

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － － △ 263,071 141,140 △ 230,682

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － － △ 789,488 △ 392,197 △ 413,585

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) － － 888,622 349,112 1,069,773

現金及び現金同等物の 
期末残高

(千円) － － 180,654 278,710 704,215

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
11 
(4)

13
(3)

18
(6)

24 
(8)

26
(6)



(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４．第30期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

５．第31期の潜在株式調整後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。 

６．第32期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

７．第31期以前の株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

８．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託社員、パートタイマー、アルバイトを含みます。)は、年間

の平均人員を( )外数で記載しております。 

９．第28期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年１月31日

企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年１月31日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

10．第31期より改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年

１月31日 企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 最終改正平成18年１月31日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

11．第31期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

12．旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、第30期及び第31期の財務諸表についてはみすず監査法人の監査

を受けており、また、第32期の財務諸表については監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第29期以

前の財務諸表については、監査を受けておりません。 

13．当社は、平成15年11月19日付で株式１株につき30株の株式分割を行っております。 

  



２ 【沿革】 

  

 
  

年月 事項

昭和49年４月 福岡市中央区において貸ビル業を目的に個人にて「ダイヨシ開発」を創業

昭和51年５月 資本金100万円で「有限会社ダイヨシ開発」を設立

昭和52年５月 宅地建物取引業者免許(福岡県知事(1)第5245号)取得

昭和53年12月 不動産販売事業を開始

平成元年７月 福岡市博多区に本社を移転

平成８年10月 パーキング事業を開始

平成12年２月 東京都大田区に東京営業所を新設(パーキング事業)

平成12年10月 「有限会社ダイヨシ開発」を「株式会社ダイヨシ開発」に改組

平成16年12月 「株式会社ダイヨシトラスト」に商号を変更

平成18年10月 東京都渋谷区に東京営業所を移転

平成19年７月 福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場に株式を上場



３ 【事業の内容】 

当社は、パーキング事業及び不動産賃貸事業、並びに不動産販売事業の３事業を基幹事業としておりま

す。 

  

(1) パーキング事業 

当社は、福岡県及び東京都を中心に事業展開しており、土地を賃借または自社にて購入することによ

り駐車場用地を確保し、駐車場設備の設置、警備業務の全てと集金業務及び清掃業務の一部を外部に委

託し、24時間営業の無人時間貸駐車場「ＤＹパーキング」の運営管理を行っております。 

当社では小規模(10台以下)の平置駐車場(注)の運営を基本としております。そのことにより駐車場の

新規開設及び撤退が容易となり、機動的に不採算駐車場の撤退も行うことができ、より効率的で収益力

のある駐車場を運営することができます。 

また、将来において収益性が予想される土地につきましては、自社で取得し、自社駐車場として運営

いたしております。マンション建築用地として取得いたしました土地につきましても、建築着工までの

期間は、駐車場として運営する場合もあります。 

  

(注) 平置駐車場とは、地面に駐車する駐車場であります。 

  

(パーキング事業の系統図) 

  

 

  



(2) 不動産賃貸事業 

当社は、福岡市及びその周辺地域においてマンション、テナントビル等を保有しており、これらの賃

貸を行っております。 

当社が保有する賃貸目的の不動産はリノベーション(注)を施した物件(以下、「再生不動産」とい

う。)であり、資産価値が劣化した中古物件を購入し、当社の再生ノウハウを活用してリノベーション

を施すことにより付加価値を高め、入居率を向上させ、安定的な収益の実現を図っております。 

また、当社において土地を取得し、マンション、テナントビル等を新築した物件(以下、「新築不動

産」という。)の賃貸も行っております。 

  

(注) リノベーションとは、既存の建物に改装工事を行い機能等を変更して、性能を向上させたり価値を高めたり

することであります。 

  

(不動産賃貸事業の系統図) 

  

 

  



(3) 不動産販売事業 

当社は、福岡市において再生不動産と新築不動産の販売を行っております。 

再生不動産の販売につきましては、資産価値が劣化した中古物件を購入し、当社の再生ノウハウを活

用してリノベーションを施すことにより付加価値を高め、１棟販売を行うものであります。 

また、新築不動産の販売につきましては、当社の不動産情報ネットワークを活かし土地を仕入れ、当

社が企画・立案を行い、設計・施工を外注先に委託し、投資用不動産としてマンションの１棟販売等を

行うものであります。 

  

(不動産販売事業の系統図) 

  

 

  

４ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年８月31日現在 

 
(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(嘱託社員、パートタイマーを含みます。)は、最近１年間の平均

人員を( )外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

26(６) 39.4 2.5 3,864,520



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の動向が内外経済に与える影響等に留意する必要があっ

たものの、企業収益の改善を背景に設備投資は増加し、また雇用情勢の着実な改善により個人消費が持

ち直したため、景気は回復基調で推移いたしました。 

パーキング業界におきましては、平成18年６月に施行された道路交通法の改正による駐車違反の取締

り強化に伴い、法改正当初は駐車場の需要が高まり稼働率は上昇したものの、飲酒運転による死亡事故

を契機として、飲酒運転の取締りが強化された結果、平成18年９月頃からは法改正の効果に一服感が生

まれました。しかしながら、駐車場不足そのものは解消されておらず、主に都心部において駐車場ニー

ズは高い状況にあります。 

また、不動産業界におきましては、国土交通省が発表した平成19年１月１日時点の地価公示では、住

宅地が全国平均で16年ぶりにプラスに転じるなど、地価の上昇率が拡大し、経済の回復と共に地価の上

昇を背景とした不動産ファンドの物件取得が地方都市まで波及し、地価高騰の一因となっております。

そのような環境のもと、当社主力のパーキング事業においては、新規開設駐車場の拡大及び駐車料金

体系の見直し等を行い、収益力の向上を課題に取組んでまいりました。 

また、不動産賃貸事業におきましては、中古マンション及び中古テナントビル等を売却したことによ

り、不動産賃貸収入は前事業年度に比べ減少いたしましたが、入居率の改善に注力した結果、売上総利

益率は前事業年度に比べ5.0％上昇いたしました。 

不動産販売事業におきましては、リノベーションを実施した中古マンション及び中古テナントビルの

販売、並びに前事業年度に販売を開始しましたファミリー向けマンション並びにワンルームマンション

の販売を計画どおりに実施することができました。 

その結果、売上高2,943,655千円（前年同期比13.4％増）、経常利益412,368千円（同57.0％増）、当

期純利益248,341千円（同63.1％増）と過去最高の増収増益となりました。 

なお、事業部門別の業績は以下のとおりであります。 

(パーキング事業) 

新規開設駐車場の拡大に注力した結果、前事業年度末と比較して、物件数で89ヵ所増加（同26.0％

増）し、431ヵ所となり、駐車設置台数は752台増加（同24.4％増）し、3,828台となりました。 

その結果、売上高1,635,693千円（同14.0％増）、売上原価1,424,284千円（同16.2％増）、売上総

利益211,409千円（同1.2％増）となりました。 

なお、前事業年度と比較して、売上高増加比率に比べ、売上総利益増加比率が微増に留まりました

のは、当事業年度の新規開設台数が1,005台と過去最高の開設台数となり、新規開設に関わる設備投

資額の大半を開設初年度に費用化したことによるものであります。 

(不動産賃貸事業) 

中古マンション及び中古テナントビル等の売却があったものの、リノベーションを施した再生ビル

の入居状況が好調であったこと、並びにリノベーション等の大規模な改修工事の大部分が、前事業年

度末までに完了していたことで売上原価を抑制でき、売上総利益率は55.1％（前事業年度は50.1％）

と収益面での改善に繋がりました。 



その結果、売上高367,622千円（前年同期比4.0％減）、売上原価165,169千円（同13.5％減）、売

上総利益202,452千円（同5.5％増）となりました。 

なお、期末日時点での入居状況は、総室数200室に対し入居室数188室で、入居率94.0％（前事業年

度末は89.5％）となっております。 

(不動産販売事業) 

中古マンション及び中古テナントビル各々１棟を販売したこと、並びに前事業年度に販売を開始し

ましたファミリー向けマンション６戸並びにワンルームマンション６戸を完売したことが業績に大き

く寄与いたしました。 

その結果、売上高923,421千円（前年同期比19.2％増）、売上原価573,596千円（同4.3％減）、売

上総利益349,824千円（同99.3％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加及び有形固

定資産の取得による支出、並びに新築マンションの未払い建築費の支払等による減少要因はあったもの

の、税引前当期純利益452,369千円（前年同期比67.9％増）を計上し、また、金融機関等からの借入及

び公募増資による資金調達により、前事業年度末に比べ425,505千円増加し、当事業年度末には704,215

千円となりました。 

なお、当事業年度中における各キャッシュ・フロー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) 

営業活動により使用した資金は230,682千円（前年同期は141,140千円の獲得）となりました。 

これは主として税引前当期純利益452,369千円を計上したものの、販売目的の中古テナントビルの

取得及び用地の取得、並びに次期竣工予定の新築マンションの建築費支払によるたな卸資産の増加額

440,467千円や法人税等の支払額204,776千円があったことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は413,585千円（前年同期比5.5％増）となりました。 

これは主として賃貸目的の中古マンション１棟の売却等により195,476千円の資金を獲得したもの

の、駐車場用地４物件の取得等625,671千円の設備投資を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) 

財務活動により得られた資金は1,069,773千円（同206.4％増）となりました。 

これは主として販売目的の中古テナントビル１棟の販売及び賃貸目的の中古マンション１棟の売却

により獲得した資金を借入金の返済に充当したものの、販売目的の新築マンションの建築費及び用

地、並びに駐車場用地の取得の調達資金として金融機関等から2,121,000千円の長期借入を行ったこ

とによるものであります。 

  



２ 【生産、契約及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社はパーキング事業(時間貸駐車場の運営管理)を主たる業務としており、生産能力として記載すべ

き事項はありませんが、売上高と関連性が認められる駐車場の設置台数及び物件数は次のとおりであり

ます。 

  

 
(注) １．駐車場の設置台数及び物件数は期末日時点で表示しております。 

２．区分の「その他」は、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県、大阪府、兵庫県、広島県、熊本県、大

分県の10府県であります。 

３．前事業年度末及び当事業年度末のパーキング事業における形態別駐車場の設置台数並びに物件数は次のとお

りであります。 

 前事業年度末(平成18年８月31日) 

 
 当事業年度末(平成19年８月31日) 

 
  

区分

前事業年度末 
(平成18年８月31日)

当事業年度末
(平成19年８月31日)

前事業年度末
(平成18年８月31日)

当事業年度末 
(平成19年８月31日)

設置台数 
(台)

前年同期比
(％)

設置台数 
(台)

前年同期比
(％)

物件数
(ヵ所)

前年同期比
(％)

物件数 
(ヵ所)

前年同期比
(％)

福岡県 2,371 107.5 2,793 117.8 240 125.7 289 120.4

東京都 469 117.0 681 145.2 77 135.1 104 135.1

その他 236 159.5 354 150.0 25 178.6 38 152.0

合計 3,076 111.7 3,828 124.4 342 130.5 431 126.0

区分

自社駐車場 賃借駐車場 合計

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

設置台数(台) 273 8.9％ 2,803 91.1％ 3,076 100.0％

物件数(ヵ所) 22 6.4％ 320 93.6％ 342 100.0％

区分

自社駐車場 賃借駐車場 合計

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

設置台数(台) 336 8.8％ 3,492 91.2％ 3,828 100.0％

物件数(ヵ所) 27 6.3％ 404 93.7％ 431 100.0％



(2) 契約状況 

不動産販売事業における契約状況は次のとおりであります。 

  

 
(注) １．上記の金額は販売価額により表示しております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

区分

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

契約高 
(千円)

前年同期比 
(％)

契約高 
(千円)

前年同期比
(％)

契約残高
(千円)

前年同期比
(％)

契約残高 
(千円)

前年同期比
(％)

ファミリー向
けマンション

289,474 242.2 95,037 32.8 51,917 43.4 － －

ワンルームマ
ンション

864,630 238.6 701,523 81.1 912,815 251.9 1,566,154 171.6

中古テナント
ビル

－ － 896,500 － － － 246,500 －

中古マンショ
ン

－ － 58,500 － － － － －

その他 － － 66,950 － － － 66,950 －

合計 1,154,104 224.6 1,818,511 157.6 964,732 200.2 1,879,604 194.8



(3) 販売実績 

前事業年度及び当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．前事業年度及び当事業年度のパーキング事業における地域別の販売実績は次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門別

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

販売実績(千円) 前年同期比(％) 販売実績(千円) 前年同期比(％)

パーキング事業 1,434,970 117.8 1,635,693 114.0

不動産賃貸事業 382,945 113.8 367,622 96.0

不動産販売事業 774,868 1,938.2 923,421 119.2

その他 3,726 204.3 16,917 454.0

合計 2,596,511 162.7 2,943,655 113.4

区分

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

販売実績 
(千円)

構成比 
(％)

前年同期比
(％)

販売実績
(千円)

構成比 
(％)

前年同期比
(％)

福岡県 1,076,028 75.0 119.5 1,130,654 69.1 105.1

東京都 254,851 17.8 108.6 340,463 20.8 133.6

その他 104,090 7.2 125.8 164,576 10.1 158.1

合計 1,434,970 100.0 117.8 1,635,693 100.0 114.0



３ 【対処すべき課題】 

パーキング業界におきましては、改正道路交通法が平成18年６月に施行されたことにより、駐車違反の

取締りが強化され、施行当初は１台当たりの売上高が上昇いたしましたが、平成18年９月頃より１台当た

りの売上高は改正前の水準に戻るなど一服感が生まれました。しかしながら依然として需要に比べて駐車

場設置台数が不足していることもあって、大手事業者は都心でのサービス強化や地方での展開を積極的に

進めている状況であります。 

不動産業界におきましては、当社が事業基盤としております福岡都市圏でも地価の上昇が顕著でありま

す。 

そのような環境のもと、当社は以下の問題に取組んでまいります。 

  

(1) パーキング事業について 

① 新規駐車場の拡大 

現在、パーキング事業の営業エリアは、福岡県及び東京都を中心に営業展開しておりますが、今後

も慢性的な駐車場不足で引き続き駐車場の需要拡大が見込まれる状況にあります。 

当社は、営業担当者の増員及び不動産情報ネットワークを通じ、収益力のある新規駐車場の拡大に

取組んでまいります。 

  

② 解約リスク対策 

当社は、事業基盤となる駐車場用地のほとんどを短期賃貸借契約で締結することにより確保してお

ります。 

その契約内容は、基本的には２～３年間の賃貸借契約であり、この期間を経過しますと貸主及び借

主双方からいつでも解約が可能な内容となっております。このため、当社の事業の都合に関係なく、

貸主の都合により解約されるというリスクにさらされているのが現状であります。 

当社は、経営の安定性を高めるうえからも、土地所有者と良好な関係を構築し、土地活用のノウハ

ウのアドバイスを継続して行い、その関係の維持に努めてまいります。 

  

③ 収益力の向上 

駐車場を新設して認知度が高まるまでの期間は、収益性の低い状態が続く傾向にあります。これを

いかに短期間で採算ベースにのせるか、また、収益性の低い既存駐車場をいかに収益力のある駐車場

に転換させるかが課題であります。 

当社は、駐車場ごとの収支管理及び近隣状況の調査を徹底し、十分に検討したうえで、駐車料金の

改定、土地所有者への賃借料の交渉、広告による認知度の向上等により収益力の向上に取組んでまい

ります。 

  



(2) 不動産賃貸事業及び不動産販売事業について 

① 優良物件の購入 

不動産事業におきまして、いかに他社に先駆けて高採算性の物件を購入するかが課題であります。

当社は、地元福岡で培った不動産情報ネットワークを活用し多くの情報を入手して、投資効果等の

検討を十分に行い、高採算性の物件の取得に努めてまいります。 

  

② 事業ノウハウの継承 

当社は、特に不動産事業において代表取締役である大穂義弘への依存度が高く、同人の持つ事業ノ

ウハウをいかに継承するかが課題であります。 

したがって、当該事業部門の充実を図ることを目的に、宅地建物取引主任者及び建築士の資格保持

者等専門知識を有する人材の確保及び事業ノウハウの継承に努めてまいります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社の事業展開その他に関するリスク要因になる可能性があると考えられる主な項目を記載しておりま

す。また、当社といたしましては、必ずしも事実上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資

者の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には、情報開示の観点から積極的に記載しており

ます。 

当社が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。 

なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日（平成19年11月29日）現在において当社が判断し

たものであります。 

  

（事業におけるリスクについて） 

(1) パーキング事業におけるリスク 

① 土地所有者との賃貸借契約に伴う解約リスク 

時間貸駐車場は、比較的短期の土地活用として土地所有者のニーズを満たすものとして活用される

こともあることから、土地賃貸借契約の解約が発生する可能性があります。当該賃貸借契約の大半

は、２～３年となっており自動更新条項がついておりますが、一方の当事者が相手方に事前の予告に

より解除できることになっております。したがって、当社の意思とは関わりなく土地所有者の意思に

より突然契約を解約される可能性があります。今後、収益性の高い駐車場の解約が多発した場合に

は、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 新規開設増に伴う利益率低下リスク 

当社は、事業拡大のために新規駐車場の開拓に注力しており、年々その開設台数も増加しておりま

すが、駐車場の新規開設に際し、駐車場設備支出額の大半が開設初年度に費用化されることから、開

設初年度の駐車場の利益率は低くなります。 

そのため、新規開設駐車場数が予想以上に増加した場合には、売上原価が増加し、その結果、利益

率低下となり当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 競合について 

パーキング業界においては、特段の法的規制が無く、参入障壁が低いため全国に多数の同業者が存

在し、激しい競合状態にあります。さらに、異業種からの新規参入も予想されます。 

当社はこれらの競合に対処するため、新規開設駐車場につきましては、福岡市及び東京都における

これまでの実績から情報収集力・提案能力の強化に努めております。また、既存駐車場につきまして

は、オペレーションと駐車場管理の徹底により顧客満足度を高め、新規顧客の獲得による事業基盤の

拡大に努めております。 

しかしながら、これらの競合に対応するための各種方策の実施に伴うコストの増加や競争激化に伴

う賃借料の値上がりによる利幅の縮小、あるいは、当社の提供するサービスに競争力がないと顧客が

判断した場合等には、当社の今後の事業展開や業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

  



(2) 不動産賃貸事業及び不動産販売事業におけるリスク 

① 不動産賃貸事業及び不動産販売事業の前提に係るリスク 

当社は、不動産業者として宅地建物取引業法第３条第１項の規定に基づき宅地建物取引業者免許証

(免許番号福岡県知事(9)第5245号)の交付を受け、宅地建物の売買、交換、貸借の代理、媒介などの

事業を営んでおります。 

不動産賃貸事業及び不動産販売事業につきましては、宅地建物取引業法第３条第２項の規定によ

り、免許の有効期限は５年間と定められており、当社の免許の有効期間は、平成15年５月11日から平

成20年５月10日までとなっております。 

現時点において当社はこの免許の取消または更新欠落の事由に該当する事項はありません。 

しかしながら、将来何らかの事由により免許の取消等があった場合には、当社の主要な事業活動に

支障をきたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 構造計算書偽装問題について 

平成17年11月に発覚しました構造計算事務所による構造計算書偽装問題は、大きな社会問題となっ

ております。 

当社は、昭和49年４月創業以来不動産事業を行ってまいりました。構造計算書偽装問題発覚以降、

本書提出日(平成19年11月29日)まで、現在所有している物件及び過去に販売並びに売却を行った物件

を、売買関係の資料及び聞き取り調査等で可能な限り調査を行い、国土交通省が公表している業者の

関与の有無、建築当時の耐震基準に適合しているか否かの確認を行いました。 

当社の所有物件については、建築確認申請書類で構造計算事務所を確認し、できる限りの聞き取り

調査を行い、国土交通省が公表している業者の関与がないことを調査いたしました。その結果、うち

１棟については、建築確認申請書で設計者が判明しましたが倒産により構造計算事務所の確認がとれ

ず、当社において第三者の構造設計事務所による構造計算の検証を行い、問題がないことを確認して

おります。 

過去に販売及び売却を行った物件については、国土交通省が公表している検査機関の関与が２棟あ

りましたので、第三者の構造設計事務所による構造計算の検証を実施し、問題がないことを確認して

おります。 

現在、進行中の物件については、設計事務所・施工者等の業者に構造計算書偽装関係者でないこと

の確認を行った上で業者を起用し、かつ買主側で構造計算書の検証を行う条件で基本契約を締結して

おります。 

以上から当社の現在所有している物件及び販売並びに売却を行った物件に関して、構造計算書の偽

装は無いものと判断しておりますが、今後、万一構造計算書が偽装されたことが判明した場合、当社

の業績や財政状態に少なからず影響を及ぼす可能性があります。 

  



③ 瑕疵担保責任について 

平成12年４月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、新築住宅供給事業者として

法令上で定められた瑕疵担保責任を10年間負うことが定められております。また、中古物件の販売に

つきましても、買主の条件がなければ基本的に瑕疵担保責任は２年間と定められております。 

当社の不動産販売事業におきましては、買主の要望に応じた物件の提供に努め、事業主として設計

から完成引渡しまで一貫して監理に携り、品質向上に努めております。 

しかしながら、当社が供給する物件に何らかの瑕疵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。 

  

④ 土壌汚染によるリスク 

不動産賃貸事業及び不動産販売事業においては、事業用用地取得の際に汚染調査を実施しており、

汚染が確認された場合には、用地の取得中止または専門業者による汚染の除去等、基本的には売主の

費用負担で実施をしておりますが、調査によっても土壌汚染の状況について事前に全てを認識できな

いことがあります。そのため取得した用地に土壌汚染が発見された場合、当初の事業スケジュールの

変更や追加費用などが発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 引渡し時期による業績変動リスク 

不動産販売事業におきましては、主としてマンションの１棟販売を行っており、引渡基準で売上高

を計上しております。そのため、一定期間毎に区分した場合、業績が偏重したり、予想し得ない事情

により工期が遅延した場合には、引渡時期が予定よりも遅れ、当社の業績が変動する可能性がありま

す。 

  

⑥ 主要な取引先の倒産リスク 

不動産販売事業におきましては、新築物件の建築工事及び中古物件のリニューアル工事について、

コスト等を勘案し特定の業者に依存しないよう留意しながら、外部の事業者に発注しております。 

しかしながら、外注先の倒産等当社の予期せぬ事態が発生した場合、工事の遅延等が発生し、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 不動産販売方法におけるリスク 

当社が過去に販売を行った１棟マンションの売買契約の中には、販売先が顧客に販売する都度所有

権を移転し、戸別に販売代金を決済する契約がありました。ただし、販売時期に関しましては、一定

の販売期間を設け、その期間終了後には販売先に対し一括して販売できることとなっておりました。

このような契約の場合、１棟の販売契約自体は成約しているものの、所有権が移転した段階での売

上高の計上となるため、販売時期の期ズレや一時的な在庫リスク、契約先の倒産リスクが生じる可能

性があります。 

当社としては今後、上記のような販売方法をとらない方針でありますが、今後の販売活動の中でこ

のような販売が行われた場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

  



(3) 全社的なリスク 

① 有利子負債への依存について 

当社は、物件の取得に際して自己資金だけでなく金融機関等からの借入及び社債により資金の調達

を行っており、物件の取得及び販売状況によってその残高も変動します。 

当社の有利子負債残高は、前事業年度末は4,390,089千円に対し、当事業年度末では、5,077,742千

円となっております。金利上昇等により金融環境が変化した場合には、支払利息の負担の増加による

収益の圧迫や資金の調達が困難になるなど当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

② 不動産に対する減損損失及び評価損のリスク 

当社は、事業目的及び販売目的として不動産を保有しております。  

 固定資産につきましては、「固定資産の減損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14年８月９日）」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）」を適用し、当事業年度において4,004千円の減

損損失を計上しております。  

一方、たな卸資産につきましては平成20年４月１日開始事業年度より低価法が適用されることとな

ることから、将来において、経営環境の著しい悪化等により新たに減損損失及びたな卸資産の評価損

が発生する場合には、当社の業績が変動する可能性があります。 

  

③ 固定資産の売却におけるリスク 

当社は、固定資産として駐車場運営の土地及び賃貸目的の不動産を保有しておりますが、その運営

過程において市場動向や市況の変化により当社が有利であると判断した場合、保有する固定資産を売

却する場合があります。その結果、当社の安定基盤でありますパーキング事業及び不動産賃貸事業の

今後の事業収入において影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 小規模組織であること 

当社は、平成19年８月31日現在、取締役５名、監査役２名及び従業員26名（臨時雇用者数は除く）

と小規模であり、内部管理体制もこれに応じた体制となっております。今後は、事業規模の拡大に伴

い人員強化を図っていく方針であり、内部管理体制も強化・充実させていく方針でありますが、当社

の事業拡大や人員増加に対して適切かつ十分な対応ができなかった場合には、当社の経営活動に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 特定人物への依存について 

当社代表取締役である大穂義弘は、当社の創業者であり、筆頭株主として発行済株式数の62.8％

（平成19年８月31日現在）を所有し、最高経営責任者として経営方針や経営戦略の決定等、当社の事

業活動上重要な役割を果たしております。 

当社は、同人に対して過度に依存しない組織的な経営体制を構築し、人材育成の強化と経営リスク

の軽減を図っておりますが、現時点において、同人が何らかの理由により経営者として業務を遂行で

きなくなった場合には、当社の業務推進及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



⑥ 人材の確保について 

当社は、業界・経験のある即戦力確保のため、ホームページや各種媒体を通じて中途採用を行って

おります。しかしながら、当社が求める人材が充分に確保できなかったり、現在在籍している社員が

流失し、その補充ができない場合、当社の業績及び今後の事業展開に影響を与える可能性がありま

す。 

  

⑦ ストック・オプションについて 

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。旧商法第280条ノ

20、第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気

を高めることを目的とし、平成17年７月29日開催の臨時株主総会において特別決議されたものであり

ます。 

上記のストック・オプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性

があります。なお、潜在株比率は3.8％（平成19年８月31日現在）であります。 

また、当社は、今後も有能な人材を確保することを目的として、ストック・オプション等のインセ

ンティブの付与を継続して実施することを検討しております。今後発行されるストック・オプション

の権利行使に伴う株式発行により、更に株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 

  

⑧ 個人情報について 

当社は、駐車場事業において土地所有者と賃借する際に契約書等を交わしており、また、不動産事

業において自社物件を賃貸する場合、賃借主と申込書、契約書等を交わし、少数ではありますが個人

情報を保有しております。個人情報の保護・管理については、入退出管理、個人情報持出の禁止、フ

ァイアウォールによる不正アクセス防止等を行っております。 

しかしながら、これらの個人情報が外部に流失するような事態が起きた場合は、当社の信用の低下

や損害賠償請求訴訟の提起等により、今後の事業展開や業績及び財政状況に影響を与える可能性があ

ります。 

  

⑨ 訴訟リスクについて 

当社は、事業展開において宅地建物取引業法やその他関連法令を遵守して業務を遂行しております

が、顧客との認識の相違その他に起因して販売または仲介物件等のクレーム等が発生する場合があり

ます。当社においては、現在訴訟等は生じておりませんが、今後クレーム等に起因して重大な訴訟等

が提起された場合には、顧客からの信頼性低下、損害賠償請求により、経営成績及び財政状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

  



⑩ 自然災害等リスク 

当社は、平成８年10月にパーキング事業を開始して以来、福岡県及び東京都を中心に営業エリアを

拡大してまいりました。そのため当社が管理する駐車場の多くは福岡県及び東京都の都心部及びその

周辺地域に集中しております。 

従いまして、当該地域において台風や地震などの自然災害によって交通インフラが麻痺し、駐車場

を利用する自動車が減少したり、駐車場設備が壊滅的被害を被った場合、駐車場の稼動が低迷する可

能性があるほか、修復による費用等により事業業績が大きく左右される可能性があります。 

また、不動産賃貸事業及び不動産販売事業においては、台風や地震などの自然災害が発生した場合

に備え災害保険・地震保険等に加入しておりますが、当社が投資・運用している不動産の価値が大き

く毀損する可能性もあり、当社の業績や財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   

（法的規制等について） 

(1) パーキング事業 

当社が営む時間貸駐車場の運営に関して、現在のところ特有の法的規制はありません。駐車場の設置

等に関する法令としては、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めた

「駐車場法」をはじめ、国家公安委員会による交通規制等を定めた「道路交通法」等があります。 

これらの法律は、交通の円滑と安全を図ること等を目的に制定されており、現状、これらの法的規制

が緩和される動きはないものと考えております。しかしながら、万一、「道路交通法」が改正された場

合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) 不動産賃貸事業及び不動産販売事業 

販売及び賃貸マンションを中心とする中古物件を購入し、リノベーションを実施し、１棟販売及び入

居募集、家賃収入、メンテナンスなどビル事業全般の不動産事業を行っております。 

これらの事業を行うに当たっては、「宅地建物取引業法」、「借地借家法」、「建築基準法」、「都

市計画法」等の法的規制を受けております。当社ではこれらの法令を遵守しておりますが、これらの法

的規制が強化された場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

   



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

   

６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。これらの財務諸表の作成にあたりまして、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて

実施しております。 

なお、見積り及び評価については、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき行

っておりますが、見積りには不確実性を伴うため、実際の結果は異なる場合があります。 

  

(2) 財政状態の分析 

① 資産 

流動資産は、前事業年度末に比べ864,245千円増加し、2,800,786千円となりました。これは、主と

して販売目的の不動産の取得及びマンション建築費の支払により仕掛不動産が758,034千円増加し、

また、公募増資等により現金及び預金が397,427千円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ339,470千円増加し、4,242,631千円となりました。これは、主と

して駐車場用地４物件の取得により土地が422,385千円増加したことによるものであります。 

その結果、資産合計は、前事業年度末に比べ1,203,715千円増加し、7,043,417千円となりました。

  

② 負債 

流動負債は、前事業年度末に比べ265,858千円増加し、1,540,352千円となりました。これは主とし

て１年以内返済予定長期借入金が432,864千円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ302,285千円増加し、4,181,784千円となりました。これは主とし

て不動産取得のための調達資金として金融機関等からの借入を行ったことにより長期借入金が

314,788千円増加したことによるものであります。 

その結果、負債合計は、前事業年度末に比べ568,143千円増加し、5,722,137千円となりました。 

  

③ 純資産 

純資産合計は、前事業年度末に比べ635,571千円増加し、1,321,279千円となりました。これは主と

して平成19年７月24日付の公募増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ193,200千円増加し、

また、当期純利益248,341千円を計上したことによるものであります。 

  



(3) キャッシュ・フローの分析 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により使用した資金

が230,682千円(前年同期は141,140千円の獲得)、投資活動により使用した資金が413,585千円(前年同期

比5.5％増)、財務活動により得られた資金が1,069,773千円(同206.4％増)となり、前事業年度末に比べ

425,505千円増加し、当事業年度末には704,215千円となりました。 

なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッ

シュ・フロー」をご参照ください。 

  

(4) 経営成績の分析 

① 売上高 

売上高につきましては、不動産賃貸事業において中古マンション及び中古テナントビル等の売却に

より、不動産賃貸収入が減少したものの、パーキング事業において新規開設駐車場の拡大及び不採算

駐車場を中心に駐車場料金の改定を行ったことによるパーキング収入の増加、また、不動産販売事業

において、中古マンション及び中古テナントビル各々１棟を販売し、前事業年度より販売を開始した

新築のファミリー向けマンション６戸並びに新築ワンルームマンション６戸の販売が完了したことに

よる不動産販売収入の増加により、前事業年度に比べ347,144千円増加し、2,943,655千円（前年同期

比13.4％増）となりました。 

なお、事業部門別の売上高は、パーキング収入1,635,693千円(同14.0％増)、不動産賃貸収入

367,622千円(同4.0％減)、不動産販売収入923,421千円(同19.2％増)、その他16,917千円(同354.0％

増)となりました。 

  

② 営業利益 

売上原価につきましては、不動産販売事業において、収益性の高い再生不動産の１棟販売を行うこ

とで不動産販売原価コストは抑えられたものの、パーキング事業において、新規駐車場の開設に伴う

地代家賃及び消耗品費の増加により売上原価が2,177,044千円（同7.8％増）となりました。 

また、販売費及び一般管理費につきましては、不動産売買に係る仲介手数料等の支払により支払手

数料は増加しましたが、新築ファミリー向けマンションの分譲販売が平成18年12月までにすべて契約

が成立したことから、広告宣伝費を抑えることができ224,072千円（同0.1％増）となりました。 

以上のことにより、営業利益は前事業年度に比べ189,339千円増加し、542,537千円（同53.6％増）

となりました。 

  

③ 経常利益 

営業外収益につきましては、当事業年度において工事補償金収入が発生しなかったことから、

23,162千円（同27.1％減）となりました。 

営業外費用につきましては、有利子負債の増加により支払利息を132,312千円計上し、また、株式

上場に伴う公開関連費用を10,087千円、株式交付費を4,278千円計上したことにより、153,332千円

（同25.3％増）となりました。 

その結果、経常利益は前事業年度に比べ149,792千円増加し、412,368千円（同57.0％増）となりま

した。 

  



④ 当期純利益 

特別利益につきましては、賃貸目的の不動産１棟売却により固定資産売却益13,922千円を計上し、

また、生命保険を一部解約したことによる保険解約返戻金39,866千円の計上により、53,788千円(同

10.8％増)となりました。 

特別損失につきましては、投資有価証券評価損5,925千円を計上し、また、収益性が継続的に低下

した駐車場12ヵ所において減損損失4,004千円を計上したこと等により、13,787千円（同67.0％減）

となりました。 

以上の結果、税引前当期純利益は452,369千円となり、ここから税金費用(法人税、住民税及び事業

税と法人税等調整額)204,028千円を控除した当期純利益は、248,341千円となり前事業年度に比べ

96,075千円(同63.1％増)の過去最高の増益となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度の設備投資額は627,101千円であり、その主なものは、駐車場用地の取得512,256千円、駐車

場新規開設等に伴う駐車場機器の購入82,377千円であります。 

なお、不動産賃貸事業において、今後の収益性を検討した上で、賃貸目的のマンション１棟の売却を行

い、13,922千円の固定資産売却益を計上しております。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 

平成19年８月31日現在 

 
(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。 

３．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

  

 
  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりであります。 

  

(1) 重要な設備の新設 

  

 
   

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)建物 

(千円)
構築物
(千円)

車両
運搬具 
(千円)

工具器具
備品 
(千円)

土地
(千円) 
(面積㎡)

合計 
(千円)

本社 
(福岡市博多区)

事務所 2,483 142 1,754 918 － 5,299
20
(8)

時間貸駐車場 
(福岡市博多区他)

時間貸駐車
場

－ 57,455 136 91,599
1,694,712
(4,764.20)

1,843,903 －

賃貸用不動産 
(福岡市博多区他)

賃貸用不動
産

827,031 4,335 － 778
1,358,973
(12,438.76)

2,191,118 －

名称
リース期間

(年)
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

パーキング設備 ４～５ 54,262 100,269

ビル設備 ５ 6,547 9,820

事業所名 設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び 
完了予定年月 完成後の

増加能力総額 
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

時間貸駐車場
駐車場設備 200,091 －

増資資金及び自
己資金 平成19.９

～
平成20.８

平成19.９
～

平成20.８
860台

駐車場用地 250,000 －
増資資金及び借
入金



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) １．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２．「提出日現在発行数」欄には、平成19年11月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000

計 24,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年８月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年11月29日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 8,771 8,771
福岡証券取引所

(Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場)
－

計 8,771 8,771 － －



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり

ます。 

平成17年７月29日臨時株主総会決議(平成18年５月17日取締役会決議) 

  

 
(注) １．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職により権利喪失した者に係る新株予約権の目

的となる株式の数を減じた数であります。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は、切り上げます。 
  

   
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により１株当たり払込金額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げます。 
  

   
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、新株予約権の行使時においても当社の

取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退

職の場合はこの限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

③ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 

  

区分
事業年度末現在

(平成19年８月31日)
提出日の前月末現在 
(平成19年10月31日)

新株予約権の数(個) 348 (注)１ 348 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 348 (注)１ 348 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 200,000 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自 平成19年７月30日
至 平成24年７月29日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  200,000
資本組入額  100,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

－ －

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １．株式分割(１株を30株に分割)によるものであります。 

２．有償：第三者割当 

 発行価格  １株につき150,000円 

 資本組入額 １株につき 75,000円 

 割当先   三山春幸、小串慎二、渋谷俊幸、髙﨑次郎他 

３．有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 

 発行価格       210,000円 

 発行価額       193,200円 

 資本組入額      96,600円 

   払込金額総額  386,400千円 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年８月31日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成15年11月19日 
(注)１

5,800 6,000 － 10,000 － －

平成16年３月19日 
(注)２

771 6,771 57,825 67,825 57,825 57,825

平成19年７月24日 
(注)３

2,000 8,771 193,200 261,025 193,200 251,025

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品 
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

－ 1 3 24 1 － 1,138 1,167 －

所有株式数 
(株)

－ 21 22 281 5 － 8,442 8,771 －

所有株式数 
の割合(％)

－ 0.24 0.25 3.20 0.06 － 96.25 100.00 －



(6) 【大株主の状況】 

平成19年８月31日現在 

 
   

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

大穂 義弘 福岡県春日市 5,507 62.79

奥村 雅一 京都府京都市右京区 93 1.06

㈱ピアマーケティング 福岡県福岡市中央区天神二丁目８－30 90 1.03

成川 武彦 千葉県南房総市 75 0.86

三山 春幸 福岡県糸島郡二丈町 70 0.80

小串 慎二 福岡県福岡市博多区 50 0.57

杉本 貴史 岡山県玉野市 47 0.54

髙﨑 次郎 福岡県筑紫郡那珂川町 40 0.46

渋谷 俊幸 福岡県福岡市中央区 40 0.46

池田 耕 福岡県福岡市中央区 34 0.39

㈱トモパーキングサービス 東京都大田区蒲田五丁目28－４ 34 0.39

計 － 6,080 69.32



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年８月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年８月31日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,771 8,771 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 8,771 － －

総株主の議決権 － 8,771 －

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －



(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式のストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280

条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年７月29日開催の臨時株主総会において特別決

議されたものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

平成17年７月29日臨時株主総会決議(平成18年５月17日取締役会決議) 

  

 
(注) 付与対象者の退職により、付与対象者の人数は、当社従業員18名となっております。 

  

決議年月日 平成17年７月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役  ５
当社監査役  ２ 
当社従業員  20 （注）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

－



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  

【株式の種類等】 該当事項はありません。



３ 【配当政策】 

当社は、経営基盤の強化及び事業成長を維持するための内部留保の充実に留意し、事業に再投資するた

め当事業年度まで配当を実施しておりませんでした。 

今後は、株主への利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、配当については、企業体質の強化

と今後の事業展開に備えるため、内部留保を充実させることに配慮しながら、各期の財政状態及び経営成

績等を勘案の上、配当を実施する方針であります。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争

力を高め、市場ニーズに応える開発体制を強化し、有効投資してまいりたいと考えております。 

当社は、「取締役会の決議により、毎年２月末日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨

を定款に定めております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。 

なお、平成19年７月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場におけるものであります。 

なお、平成19年７月25日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

  

回次 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期

決算年月 平成15年８月 平成16年８月 平成17年８月 平成18年８月 平成19年８月

最高(円) － － － － 206,000

最低(円) － － － － 102,000

月別 平成19年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) － － － － 206,000 166,000

最低(円) － － － － 150,000 102,000



５ 【役員の状況】 
  

 
(注) １．常務取締役 大穂 実は、代表取締役社長 大穂 義弘の実弟であります。 

２．取締役 吉田 雅年は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 
３．監査役 熊本 進及び堀 純生は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
４．取締役の任期は、平成19年５月８日開催の臨時株主総会終結の時から平成20年８月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。 
５．監査役の任期は、平成19年５月８日開催の臨時株主総会終結の時から平成22年８月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
社長

－ 大 穂 義 弘 昭和19年４月15日生

昭和42年４月 有限会社大穂鉄工設備入社 専務

取締役

(注)４ 5,507昭和51年５月 有限会社ダイヨシ開発(現株式会

社ダイヨシトラスト)設立 

代表取締役社長(現任)

常務取締役
パーキング 
事業部長

大 穂   実 昭和24年６月23日生

昭和47年４月 大和運輸株式会社(現ヤマト運輸

株式会社)入社

(注)４ －

昭和51年５月 有限会社ダイヨシ開発(現株式会

社ダイヨシトラスト)取締役

昭和52年10月 有限会社大穂鉄工設備入社

平成８年９月 有限会社パレス設立 代表取締役

平成11年４月 当社入社 パーキング事業部長

平成16年11月 当社常務取締役パーキング事業部

長(現任)

取締役 管理本部長 小 林 信 義 昭和21年10月18日生

昭和40年４月 株式会社九州相互銀行(現株式会

社親和銀行)入行

(注)４ 10平成５年１月 同行平戸支店長

平成15年７月 当社入社 統括本部長

平成16年11月 当社取締役管理本部長(現任)

取締役
不動産 
事業部長

東   政 夫 昭和22年10月15日生

昭和42年４月 富士車輌株式会社入社

(注)４ －

昭和47年９月 岸岡土地建物株式会社入社

昭和55年４月 ナショナル土地建物株式会社入社

昭和60年９月 総合不動産サービスセンター入社

昭和63年４月 当社入社 不動産事業部長

平成16年11月 当社取締役不動産事業部長(現任)

取締役 
〔非常勤〕

－ 吉 田 雅 年 昭和39年６月８日生

昭和60年４月 日電東芝情報システム株式会社入

社

(注)４ －

平成２年２月 エヌ・アイ・エル株式会社入社

平成３年８月 株式会社コム入社

平成６年３月 有限会社ジャストプランニング

(現株式会社ジャストプランニン

グ)設立 

代表取締役社長

平成16年４月 同社代表取締役会長

平成17年７月 当社取締役(現任)

平成19年４月 株式会社ジャストプランニング 

取締役会長(現任)

監査役 
〔常勤〕

－ 熊 本   進 昭和19年８月20日生

昭和43年４月 株式会社九州相互銀行(現株式会

社親和銀行)入行

(注)５ －
平成８年８月 同行新大工町支店長

平成11年８月 同行審査管理部審査役

平成14年７月 九州八重洲興業株式会社入社 

常務取締役

平成18年３月 当社監査役(現任)

監査役 
〔非常勤〕

－ 堀   純 生 昭和19年８月26日生

平成６年３月 福岡県警視 福岡県東警察署刑事

管理官

(注)５ －

平成13年８月 福岡県北九州水上警察署長

平成15年３月 福岡県警察本部交通部交通指導課

長

平成16年９月 福岡県警視正

平成16年10月 医療法人白十字病院顧問(現任)

平成17年11月 当社監査役(現任)

計 5,517



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に対応した的確な意思決定やリスクマネジメントので

きる組織・機能を確立することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。パブリックカン

パニーとして株主、顧客、従業員、地域社会等のステークホルダーと良好な関係を構築・維持しなが

ら、企業価値の向上を目指しております。また、社内の独立した組織として経営企画室の中に内部監査

担当を配置し、業務の効率性及び、社内のコンプライアンスに係る体制強化を図ってまいります。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスの体制の状況 

当社の内部統制システムを図示すると、次のとおりであります。 

  

 

  



① 取締役会 

取締役会は５名の取締役(うち１名は社外取締役)で構成され、原則月１回の定時取締役会を開催

し、重要な事項はすべて付議され、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処についても

検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、審議の

うえ経営上の意思決定を行っております。 

  

② 経営会議 

常勤取締役を主要な構成メンバーとする経営会議は、各部門の業務執行状況報告及び重要事項の審

議を行っております。また、中期・短期の予算編成時は予算委員会として機能し、予算編成方針、中

期・短期予算案の審議を行っております。経営会議は原則として毎月１回定期的に開催しておりま

す。 

  

③ 監査役 

当社の監査役は現在２名で、その全員が会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、うち１名

が常勤監査役、１名が非常勤監査役であります。監査役は、監査に関する重要な事項についての報

告、協議または決定をするために監査役協議会を毎月開催し、各監査役は監査役協議会で定めた監査

方針、監査計画、業務分担に従い、取締役会、経営会議等に出席し、また部門監査等を行っておりま

す。経営企画室(内部監査担当)や監査法人だけでなく、必要に応じて顧問弁護士や顧問税理士とも連

携をとり、監査の実効性の確保に努めております。 

  

④ 監査法人 

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人は、平成19年７月31日をもって法人を解散したこと

から、平成19年８月１日からは監査法人トーマツと監査契約を締結し、旧証券取引法第193条の２の

規定に基づく会計監査を受けるとともに、重要な会計課題について適宜アドバイス・指導を受けてお

ります。 

  

⑤ 関与公認会計士の氏名等について 

ａ．会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等については次のとおりです。 

 
(注) １．継続監査年数については、全員７年以内であるため記載を省略しております。 

２．松嶋敦氏及び甲斐祐二氏は、平成19年８月１日付でみすず監査法人から監査法人トーマツへ移

籍しております。 

  

ｂ．監査業務に係る補助者の構成については次のとおりであります。 

公認会計士 ２名   会計士補等 ４名   その他 １名 

  

氏名等 所属する監査法人

業務執行社員 公認会計士 松 嶋   敦

みすず監査法人業務執行社員 公認会計士 栗 原   学

業務執行社員 公認会計士 甲 斐 祐 二

業務執行社員 公認会計士 松 嶋   敦
監査法人トーマツ

業務執行社員 公認会計士 甲 斐 祐 二



⑥ 内部監査 

当社は、社長直轄で経営企画室の中に内部監査担当２名を配置して内部監査計画に基づく会計監

査、組織・制度監査、業務監査を計画的に実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。

 被監査部門に対しては、監査結果を通知し、改善事項の指摘を行うとともに改善の進捗状況を報告

させ、さらに改善状況を確認しております。また、定期的に監査役及び監査法人と連携を図っており

ます。 

  

⑦ コンプライアンス相談窓口 

当社は、相談・通報体制を設け、役員及び社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行

われ、また行われようとしていることに気がついたときは、管理本部長、監査役、顧問弁護士に通報

(匿名も可)する体制を敷いております。また当社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な

扱いを行わないこととしております。 

  

⑧ 社外取締役及び社外監査役と当社の人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係 

当社は、会社法第２条第15号に定める社外取締役１名及び会社法第２条第16号に定める社外監査役

２名を選任しております。 

平成17年７月29日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成18年５月17日開催の取締役会決議により

社外取締役 吉田雅年及び社外監査役 熊本 進に対し、各々５個の新株予約権(株式数５株)を付与

し、当該潜在株式の潜在議決権比率は各々0.06％となっております。 

また、社外監査役 堀 純生に対し、３個の新株予約権(株式数３株)を付与し、当該潜在株式の潜在

議決権比率は0.03％となっております。 

   

  ⑨ 取締役の定数 

当社の取締役は、７名以内とする旨を定款に定めております。 

  

⑩ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役

の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。 

  

⑪ 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な

運営を行うことを目的とするものであります。 

  

⑫ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項 

ａ.自己株式の取得 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の

株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢等の変化に対応した資

本政策を機動的に遂行することを可能とするものであります。 

  



ｂ.取締役及び監査役の責任免除 

取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）が、期待される

役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任について、当該取締役及び監査役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議

をもって、法令の定める限度において、免除することができることとしております。 

  

ｃ.中間配当 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、

取締役会の決議により、毎年２月末日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定

めております。 

  

(3) リスク管理体制の整備 

当社のリスク管理体制は、事業活動全般にわたり発生する様々なリスクのうち、経営戦略上のリスク

に関しては、常勤取締役を主要な構成メンバーとする経営会議にてリスクの分析及びその対応策の検討

を実施し、必要に応じて顧問弁護士等に照会し、取締役会において審議いたします。業務上のリスクに

ついては、関連部署と経営企画室でリスク分析及びその対応を検討し、必要に応じて顧問弁護士等に照

会し対処しております。 

  

(4) 役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬は以下

のとおりであります。 

 
 （注） 上記以外の業務は、コンフォートレターの作成に係るものであります。 

  
  
(5) 責任限定契約の内容 

当社では、平成18年11月29日開催の第31期定時株主総会において、定款を変更し取締役及び監査役の

責任免除を定め、会社法第427条第１項に規定する契約(責任限定契約)を以下のとおり社外取締役１名

及び社外監査役２名と締結しております。 

  

① 社外取締役の責任限定契約の内容 

社外取締役は、定款第28条に基づき、その任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合

において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定め

る額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。 

  

役員報酬 ：取締役に支払った報酬 32,130千円

社外取締役に支払った報酬 1,200千円

監査役に支払った報酬 5,100千円

 計 38,430千円

監査報酬 ：公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬

              監査法人トーマツ 4,800千円

              みすず監査法人 4,700千円

上記以外の業務に基づく報酬

              みすず監査法人 1,000千円



② 社外監査役の責任限定契約の内容 

社外監査役は、定款第33条に基づき、その任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合

において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定め

る額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。 

  



第５ 【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成17年９月１日から平成18年８月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度(平成18年９月１日から平成19年８月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成17年９月１日から平成18年８月31

日まで)の財務諸表についてはみすず監査法人により監査を受け、また、当事業年度(平成18年９月１日か

ら平成19年８月31日まで)の財務諸表については監査法人トーマツにより監査を受けております。 

なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成19年６月25日に提出した有価証券届出書に添付されたもの

によっております。 

また、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前事業年度  みすず監査法人 

  当事業年度  監査法人トーマツ 

  

３．連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

 
  

前事業年度
(平成18年８月31日)

当事業年度 
(平成19年８月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １．現金及び預金 424,597 822,024

 ２．売掛金 14,057 13,794

 ３．販売用不動産 ※１ 629,178 311,611

 ４．仕掛不動産 ※１ 739,754 1,497,789

 ５．前渡金 16,050 18,580

 ６．前払費用 87,508 104,357

 ７．繰延税金資産 19,194 31,581

 ８．その他 6,915 1,778

    貸倒引当金 △ 716 △ 731

  流動資産合計 1,936,540 33.2 2,800,786 39.8

Ⅱ 固定資産

 １．有形固定資産

  (1) 建物 ※１ 1,372,867 1,304,271

    減価償却累計額 435,960 936,906 474,574 829,696

  (2) 構築物 ※１ 104,732 128,282

    減価償却累計額 54,771 49,961 66,348 61,933

  (3) 車両運搬具 13,246 12,136

    減価償却累計額 10,436 2,810 10,244 1,891

  (4) 工具器具備品 383,095 424,226

    減価償却累計額 293,396 89,698 330,674 93,551

  (5) 土地 ※１ 2,631,300 3,053,685

  (6) 建設仮勘定 5,000 －

   有形固定資産合計 3,715,677 63.6 4,040,759 57.4

 ２．無形固定資産

    電話加入権 1,489 1,489

   無形固定資産合計 1,489 0.0 1,489 0.0

 ３．投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 8,575 2,500

  (2) 長期前払費用 1,700 850

  (3) 繰延税金資産 68,709 79,129

  (4) 差入保証金 96,778 112,028

  (5) 保険積立金 1,205 －

  (6) その他 9,024 5,874

   投資その他の資産合計 185,993 3.2 200,382 2.8

  固定資産合計 3,903,161 66.8 4,242,631 60.2

  資産合計 5,839,702 100.0 7,043,417 100.0



 
  

前事業年度
(平成18年８月31日)

当事業年度 
(平成19年８月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １．短期借入金 ※１ 505,000 455,000

 ２．１年以内返済予定 
   長期借入金

※１ 321,715 754,579

 ３．１年以内償還予定社債 10,000 10,000

 ４．未払金 245,948 62,103

 ５．未払費用 10,114 20,826

 ６．未払法人税等 128,624 154,658

 ７．未払消費税等 10,280 6,494

 ８．前受金 30,763 72,319

 ９．預り金 12,048 4,371

  流動負債合計 1,274,494 21.8 1,540,352 21.8

Ⅱ 固定負債

 １．社債 135,000 125,000

 ２．長期借入金 ※１ 3,418,374 3,733,163

 ３．預り保証金 184,892 155,336

 ４．役員退職慰労引当金 122,530 －

 ５．長期未払金 － 168,285

 ６．その他 18,702 －

  固定負債合計 3,879,499 66.5 4,181,784 59.4

  負債合計 5,153,994 88.3 5,722,137 81.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １．資本金 67,825 1.1 261,025 3.7

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 57,825 251,025

  資本剰余金合計 57,825 1.0 251,025 3.6

 ３．利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    別途積立金 120,000 120,000

    繰越利益剰余金 440,888 689,229

  利益剰余金合計 560,888 9.6 809,229 11.5

  株主資本合計 686,538 11.7 1,321,279 18.8

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 830 △ 0.0 － －

   評価・換算差額等合計 △ 830 △ 0.0 － －

   純資産合計 685,707 11.7 1,321,279 18.8

   負債純資産合計 5,839,702 100.0 7,043,417 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
 至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 １．パーキング収入 1,434,970 1,635,693

 ２．不動産賃貸収入 382,945 367,622

 ３．不動産販売収入 774,868 923,421

 ４．その他 3,726 2,596,511 100.0 16,917 2,943,655 100.0

Ⅱ 売上原価

 １．パーキング原価 1,226,053 1,424,284

 ２．不動産賃貸原価 191,004 165,169

 ３．不動産販売原価 599,381 573,596

 ４．その他 3,056 2,019,495 77.8 13,993 2,177,044 74.0

   売上総利益 577,015 22.2 766,610 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．広告宣伝費 14,341 6,321

 ２．貸倒引当金繰入額 716 15

 ３．役員報酬 35,232 38,430

 ４．給与手当 28,844 33,177

 ５．役員退職慰労引当金 
   繰入額

6,110 1,600

 ６．租税公課 10,125 12,119

 ７．保険料 23,559 18,311

 ８．支払手数料 44,480 57,966

 ９．減価償却費 1,832 1,281

 10．消耗品費 3,427 2,104

 11．その他 55,147 223,817 8.6 52,744 224,072 7.6

   営業利益 353,198 13.6 542,537 18.4



 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
 至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 62 982

 ２．自動販売機収入 10,095 11,057

 ３．違約金収入 755 578

 ４．工事補償金収入 11,963 －

 ５．保険金収入 2,370 2,048

 ６．その他 6,536 31,784 1.2 8,494 23,162 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 111,471 132,312

 ２．社債利息 1,677 1,620

 ３．社債発行費 841 －

 ４．株式交付費 － 4,278

 ５．公開関連費用 － 10,087

 ６．その他 8,417 122,407 4.7 5,033 153,332 5.2

   経常利益 262,575 10.1 412,368 14.0

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 ※１ － 13,922

 ２．保険解約返戻金 48,559 48,559 1.9 39,866 53,788 1.8

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産売却損 ※２ 27,648 －

 ２．固定資産除却損 ※３ 7,430 3,767

 ３．減損損失 ※４ 6,696 4,004

 ４．投資有価証券評価損 － 5,925

 ５．その他 － 41,775 1.6 90 13,787 0.4

   税引前当期純利益 269,359 10.4 452,369 15.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

152,280 227,429

   法人税等調整額 △ 35,186 117,094 4.5 △ 23,400 204,028 7.0

   当期純利益 152,265 5.9 248,341 8.4



売上原価明細書 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ パーキング原価

 １．人件費 66,937 5.5 82,403 5.8

 ２．地代家賃 794,398 64.8 894,143 62.8

 ３．消耗品費 133,617 10.9 180,713 12.7

 ４．減価償却費 50,846 4.1 57,598 4.0

 ５．リース料 77,420 6.3 56,315 4.0

 ６．その他 102,832 8.4 153,111 10.7

計 1,226,053 100.0 1,424,284 100.0

Ⅱ 不動産賃貸原価

 １．人件費 14,862 7.8 20,089 12.2

 ２．減価償却費 56,123 29.4 52,749 31.9

 ３．その他 120,018 62.8 92,331 55.9

計 191,004 100.0 165,169 100.0

Ⅲ 不動産販売原価

 １．土地建物原価 581,398 97.0 566,720 98.8

 ２．その他 17,983 3.0 6,876 1.2

計 599,381 100.0 573,596 100.0

Ⅳ その他 3,056 100.0 13,993 100.0



③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年８月31日残高(千円) 67,825 57,825 57,825 120,000 288,622 408,622 534,272

事業年度中の変動額

 当期純利益 － － － － 152,265 152,265 152,265

株主資本以外の項目の事業年度中 
の変動額(純額)

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計(千円) － － － － 152,265 152,265 152,265

平成18年８月31日残高(千円) 67,825 57,825 57,825 120,000 440,888 560,888 686,538

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成17年８月31日残高(千円) △ 156 △ 156 534,116

事業年度中の変動額

 当期純利益 － － 152,265

株主資本以外の項目の事業年度中 
の変動額(純額)

△ 674 △ 674 △ 674

事業年度中の変動額合計(千円) △ 674 △ 674 151,591

平成18年８月31日残高(千円) △ 830 △ 830 685,707



当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年８月31日残高(千円) 67,825 57,825 57,825 120,000 440,888 560,888 686,538

事業年度中の変動額

 新株の発行 193,200 193,200 193,200 － － － 386,400

 当期純利益 － － － － 248,341 248,341 248,341

株主資本以外の項目の事業年度中 
の変動額(純額)

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計(千円) 193,200 193,200 193,200 － 248,341 248,341 634,741

平成19年８月31日残高(千円) 261,025 251,025 251,025 120,000 689,229 809,229 1,321,279

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年８月31日残高(千円) △ 830 △ 830 685,707

事業年度中の変動額

 新株の発行 － － 386,400

 当期純利益 － － 248,341

株主資本以外の項目の事業年度中 
の変動額(純額)

830 830 830

事業年度中の変動額合計(千円) 830 830 635,571

平成19年８月31日残高(千円) － － 1,321,279



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前当期純利益 269,359 452,369

   減価償却費 101,927 105,725

   減損損失 6,696 4,004

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 520 15

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 6,110 △ 122,530

   未払役員退職慰労金の増減額(減少：△) － 124,130

   受取利息及び受取配当金 △ 63 △ 1,056

   支払利息及び社債利息 113,148 133,933

   投資有価証券評価損 － 5,925

   固定資産除却損 7,430 3,767

   固定資産売却益 － △ 13,922

   固定資産売却損 27,648 －

   株式交付費 － 4,278

   売上債権の増減額(増加：△) △ 8,559 263

   たな卸資産の増減額(増加：△) △ 475,127 △ 440,467

   未収消費税等の増減額(増加：△) 17,687 －

   未払消費税等の増減額(減少：△) 10,280 △ 3,786

   未払金の増減額(減少：△) 196,342 △ 178,305

   その他 24,294 31,176

    小計 297,696 105,520

   利息及び配当金の受取額 63 617

   利息の支払額 △ 115,959 △ 132,044

   法人税等の支払額 △ 40,659 △ 204,776

   営業活動によるキャッシュ・フロー 141,140 △ 230,682



 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 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 △ 57,028 △ 57,843

   定期預金の払戻による収入 70,699 85,922

   有形固定資産の取得による支出 △ 473,560 △ 625,671

   有形固定資産の売却による収入 20,700 195,476

   その他 46,992 △ 11,468

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 392,197 △ 413,585

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 305,000 △ 50,000

   長期借入による収入 572,000 2,121,000

   長期借入金の返済による支出 △ 572,887 △ 1,373,347

   株式の発行による収入 － 382,121

   社債の発行による収入 50,000 －

   社債の償還による支出 △ 5,000 △ 10,000

   財務活動によるキャッシュ・フロー 349,112 1,069,773

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 98,055 425,505

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 180,654 278,710

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 278,710 704,215



重要な会計方針 

  

項目
前事業年度

(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８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、移動平均法に

より算定)を採用しております。

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。

その他有価証券

時価のあるもの

 同左

時価のないもの

 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・仕掛不動産 

 個別法による原価法を採用しており

ます。

販売用不動産・仕掛不動産 

 同左

３．固定資産の減価償却の方

法

 

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(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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ３～47年

構築物 ３～30年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年

    

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(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、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 ３～47年

構築物 ３～30年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～15年

（会計方針の変更）

 当事業年度より、平成19年度の法人

税法の改正に伴い、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

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。 

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。

  

４．繰延資産の処理方法 (1)     ───── (1) 株式交付費

 支出時に全額費用として処理して

おります。

 （会計方針の変更）

 当事業年度より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 実務対応報告第

19号 平成18年８月11日）を適用し

ております。  

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。

   

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

 

(2)     ─────



 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

 ５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

めに、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) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(2) 役員退職慰労引当金

─────

（追加情報）

 当社は、平成18年11月29日開催の定

時株主総会において、役員退職慰労金

制度の廃止を決議するとともに、役員

の退任時に役員退職慰労金制度廃止日

（平成18年11月29日）までの在任期間

に対する退職慰労金を支給することを

決議いたしました。これにより、当事

業年度末の未払役員退職慰労金

（124,130千円）を固定負債の「長期

未払金」に含めて表示しております。

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．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ヵ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

 同左

８．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、税抜方式に

よっております。ただし、資産に係る

控除対象外消費税等は、投資その他の

資産の「その他」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 

 同左



会計処理方法の変更 

  

 
   

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損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14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用しておりま

す。これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ1,302

千円増加し、税引前当期純利益は5,393千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

─────

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は685,707千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

─────

(ストック・オプション等に関する会計基準) 

 当事業年度より、「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 平成17年12月27日)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 平成18年５月31日)

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。

   

─────



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

  

  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

───── (貸借対照表) 

 前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「長期未払金」は、当事業年度において、

資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しており

ます。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「長期

未払金」は18,702千円であります。 

 

(キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減

額(減少：△)」は、前事業年度は「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的に重要性が増したため区分

掲記しております。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「未払

金の増減額(減少：△)」は7,448千円であります。 

 

─────

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

―――――

 

（法人事業税の外形標準課税制度）  

 当事業年度から資本金が１億円超になり外形標準課税

制度が適用となったことに伴い、「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号 平成16年２月13日）に従い、法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。  

 この結果、販売費及び一般管理費が3,380千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が3,380

千円減少しております。  

 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成18年８月31日)

当事業年度
(平成19年８月31日)

※１．担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 456,866千円

仕掛不動産 713,871千円

建物 928,987千円

構築物 9,411千円

土地 2,609,739千円

 合計 4,718,876千円

※１．担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 303,568千円

仕掛不動産 1,299,640千円

建物 808,967千円

構築物 12,314千円

土地 3,032,125千円

合計 5,456,616千円

   

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 505,000千円

１年以内返済予定長期借入金 321,715千円

長期借入金 3,418,374千円

 合計 4,245,089千円
 

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 455,000千円

１年以内返済予定長期借入金 754,579千円

長期借入金 3,733,163千円

合計 4,942,742千円



(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

※１．        ───── ※１．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。 

 

 

※２．固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 3,306千円

構築物 301千円

土地 24,040千円

 合計 27,648千円

※２．        ─────

 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 4,366千円

工具器具備品 3,063千円

 合計 7,430千円

 

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

構築物 2,821千円

車両運搬具 55千円

工具器具備品 890千円

合計 3,767千円

 

※４．減損損失

   当社は、管理会計上の区分をグルーピングの単位

としており、具体的にはパーキング及び賃貸ビルを

個別物件毎にグルーピングしております。

   収益性が継続的に低下した資産グループについて

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(6,696千円)として特別損失に計上しました。

   なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しておりますが、売却可能性が見込めない

ため零として評価しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

福岡県 
(13件)

パーキング 構築物 4,634

東京都 
(２件)

パーキング 構築物 1,278

その他 
(１件)

パーキング 構築物 782

 

※４．減損損失 

 当社は、管理会計上の区分をグルーピングの単位

としており、具体的にはパーキング及び賃貸ビルを

個別物件毎にグルーピングしております。 

 収益性が継続的に低下した資産グループについて

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(4,004千円)として特別損失に計上しました。 

 なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しておりますが、売却可能性が見込めない

ため零として評価しております。

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

福岡県
(７件)

パーキング 構築物 2,249

東京都
(３件)

パーキング 構築物 1,090

その他
(２件)

パーキング 構築物 664



(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

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 

 
(注) 上記の新株予約権は、権利行使可能期間の初日が到来しておりません。 

  

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 6,771 － － 6,771

合計 6,771 － － 6,771

新株予約権の内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

ストック・オプション 
としての新株予約権

－ － － － － －



当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,000株は、公募増資に伴う新株発行による増加であります。 

  

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 

 
  

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

   

  

前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 6,771 2,000 － 8,771

合計 6,771 2,000 － 8,771

新株予約権の内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(千円)前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

ストック・オプション 
としての新株予約権

－ － － － － －



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８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

(平成18年８月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 424,597

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 145,887

現金及び現金同等物 278,710
 

※ 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

(平成19年８月31日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 822,024

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 117,808

現金及び現金同等物 704,215

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８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

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

 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

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)

工具器具備品 326,842 193,257 133,584

合計 326,842 193,257 133,584

 (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期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。 

 

 

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)

工具器具備品 212,583 99,630 112,952

合計 212,583 99,630 112,952

  同左

 

２．未経過リース料期末残高相当額等

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 59,296千円

１年超 74,288千円

 合計 133,584千円

 (注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

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等

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 40,568千円

１年超 72,383千円

合計 112,952千円

  同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 69,983千円

減価償却費相当額 
 

69,983千円  

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 61,954千円

減価償却費相当額 61,954千円

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

 (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) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
   

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 
   

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
(注)  当事業年度において、有価証券について5,925千円（その他有価証券で時価のある株式5,925千円）減損処理

を行っております。 

    なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

  

種類

前事業年度
(平成18年８月31日)

当事業年度 
(平成19年８月31日)

取得原価 
(千円)

貸借対照表
計上額 
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

貸借対照表 
計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

(1) 株式 － － － － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

(1) 株式 7,500 6,075 △ 1,425 － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 7,500 6,075 △ 1,425 － － －

合計 7,500 6,075 △ 1,425 － － －

区分
前事業年度

(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

売却額(千円) － 2,989

売却益の合計額(千円) － 4

売却損の合計額(千円) － 90

前事業年度
(平成18年８月31日)

当事業年度 
(平成19年８月31日)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 2,500 2,500

合計 2,500 2,500



(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日)及び当事業年度(自 平成18年９月１日

至 平成19年８月31日) 

当社は、デリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

  

(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 



(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８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 

  

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
   

平成18年５月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社の取締役 ５名 

当社の監査役 ２名 

当社の従業員 20名

ストック・オプションの数 (注) 普通株式  350株

付与日 平成18年５月17日

権利確定条件
行使時においても当社の取締役、監査役もしくは従業員
の地位にあることを要する。ただし任期満了による退
任、定年による退職の場合はこの限りではない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成19年７月30日
至 平成24年７月29日

平成18年５月ストック・オプション

権利確定前             (株)

 前事業年度末 －

 付与 350

 失効 1

 権利確定 －

 未確定残 349

権利確定後             (株)

 前事業年度末 －

 権利確定 －

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 －



② 単価情報 

  

 
  

２．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

類似業種比準方式(国税庁方式)により算定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定して

おります。 

  

３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額  ０円 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

５．財務諸表への影響額 

当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

  

平成18年５月ストック・オプション

権利行使価格            (円) 200,000

単位当たりの本源的価値(付与日)   (円) 0



当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８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 

  

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

平成18年５月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社の取締役 ５名 

当社の監査役 ２名 

当社の従業員 20名

ストック・オプションの数 (注) 普通株式  350株

付与日 平成18年５月17日

権利確定条件
行使時においても当社の取締役、監査役もしくは従業員
の地位にあることを要する。ただし任期満了による退
任、定年による退職の場合はこの限りではない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
自 平成19年７月30日
至 平成24年７月29日

平成18年５月ストック・オプション

権利確定前             (株)

 前事業年度末 349

 付与 －

 失効 1

 権利確定 348

 未確定残 －

権利確定後             (株)

 前事業年度末 －

 権利確定 348

 権利行使 －

 失効 －

 未行使残 348



② 単価情報 

  

 
  

２．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

類似業種比準方式(国税庁方式)により算定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定して

おります。 

  

３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額  ０円 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

５．財務諸表への影響額 

当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

  

平成18年５月ストック・オプション

権利行使価格            (円) 200,000

行使時平均株価           (円) －

単位当たりの本源的価値(付与日)   (円) 0



(税効果会計関係) 

  

 
  

  

(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

前事業年度 
(平成18年８月31日)

当事業年度
(平成19年８月31日)

 

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)             (千円)

 (1) 流動資産

未払事業税否認 11,438

少額資産否認 4,589

未払リース料否認 2,229

その他 936

 合計 19,194

 (2) 固定資産

投資有価証券評価損 3,547

役員退職慰労引当金否認 51,131

減損損失 2,794

少額資産否認 9,178

未払リース料否認 7,804

その他有価証券評価差額金 594

 小計 75,051

評価性引当額 △ 6,341

 合計 68,709

 

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)             (千円)

 (1) 流動資産

少額資産否認 11,560

未払事業税否認 8,948

未払リース料否認 5,807

未払賞与否認 4,416

その他 847

合計 31,581

 (2) 固定資産

未払役員退職慰労金否認 50,198

未払リース料否認 17,856

少額資産否認 11,074

減損損失 2,807

その他 404

小計 82,340

評価性引当額 △ 3,211

合計 79,129

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

率との間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

 (％)

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金算入されない
項目

0.5

 法人税留保金課税 3.4

 評価性引当額 0.7

税率変更による期末繰延税金資産
の減額修正

0.8

 その他 △ 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1

 

３．税率変更による繰延税金資産の金額の修正

  当事業年度中に増資により資本金が１億円を超過し

たことに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使

用した法定実効税率は、前事業年度の41.7％から

40.4％に変更されております。 

 なお、当該税率変更により、繰延税金資産の金額が

3,531千円減少し、法人税等調整額が同額増加してお

ります。



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

役員及び個人主要株主等 

  

 
(注) １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．リース債務に対して、当社の代表取締役である大穂義弘より債務保証を受けております。なお、保証料は支

払っておりません。 

３．金融機関等からの借入に対して当社の代表取締役である大穂義弘及び当社の取締役である小林信義より債務

保証を受けております。なお、保証料は支払っておりません。 

４．議決権については、当社の代表取締役である大穂義弘の近親者が100.0％を直接保有しております。 

５．取引条件及び取引条件の決定方針等 

・不動産の販売につきましては、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

・不動産の譲渡及び購入につきましては、不動産鑑定士の鑑定価格を参考にして決定しております。 

・不動産賃貸借につきましては、近隣の相場を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

  

当事業年度(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

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(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び 
その近親者

大穂義弘 － －
当社代表 
取締役

(被所有)
直接 88.7

－ －

当社リー
ス債務に
対する債
務被保証 
(注)２

9,940 － －

当社の借
入に対す
る債務被
保証 
(注)３

4,105,089 － －

小林信義 － － 当社取締役
(被所有)
直接 0.1

－ －

当社の借
入に対す
る債務被
保証 
(注)３

22,712 － －

東政夫 － － 当社取締役 － － －
不動産の
販売 
(注)５

28,908 － －

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

㈲SHINES 
(注)４

福岡県 
大野城市

3,000 旅館業 － －
不動産の
賃貸借

不動産
賃貸収入 
(注)５

2,551
預り 
保証金

－

預り保証
金の返還

998

地代家賃
の支払 
(注)５

29,333
差入 
保証金

－

差入保証
金の回収

2,800

㈲do-FACT 
(注)４

福岡市 
東区

3,000 旅館業 － －
不動産の
賃借

地代家賃
の支払 
(注)５

11,803
差入 
保証金

－
差入保証
金の回収

600

不動産の
譲渡 
(注)５

－ －
売却代金 20,700

売却損 27,648

土地の
購入 
(注)５

149,700 － －



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１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。 

 
   

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

１株当たり純資産額 101,271円29銭 １株当たり純資産額 150,641円86銭

１株当たり当期純利益金額 22,487円90銭 １株当たり当期純利益金額 34,957円97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。 

 

 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、潜在株式はありますが、希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

前事業年度末
(平成18年８月31日）

当事業年度末
（平成19年８月31日)

純資産の部の合計額(千円) － 1,321,279

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) － 1,321,279

期末の普通株式の数(株) － 8,771

前事業年度
(自 平成17年９月１日
至 平成18年８月31日)

当事業年度
(自 平成18年９月１日
至 平成19年８月31日)

当期純利益(千円) 152,265 248,341

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) 152,265 248,341

期中平均株式数(株) 6,771 7,104

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

 新株予約権１種類(新

株予約権の数349個)。詳

細は「第４ 提出会社の

状況 １ 株式等の状況

（2）新株予約権等の状

況」の記載のとおりであ

ります。 

 

 新株予約権１種類(新

株予約権の数348個)。詳

細は「第４ 提出会社の

状況 １ 株式等の状況

（2）新株予約権等の状

況」の記載のとおりであ

ります。  

 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により掲

載を省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

 
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

 
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

   

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額 
又は償却累 
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 1,372,867 32,131 100,728 1,304,271 474,574 45,690 829,696

 構築物 104,732 32,431
8,881
(4,004)

128,282 66,348 13,633 61,933

 車両運搬具 13,246 － 1,110 12,136 10,244 863 1,891

 工具器具備品 383,095 50,281 9,150 424,226 330,674 45,537 93,551

 土地 2,631,300 512,256 89,870 3,053,685 － － 3,053,685

 建設仮勘定 5,000 － 5,000 － － － －

 有形固定資産計 4,510,242 627,101
214,742
(4,004)

4,922,601 881,842 105,725 4,040,759

無形固定資産
 

  電話加入権 1,489 － － 1,489 － － 1,489

 無形固定資産計 1,489 － － 1,489 － － 1,489

長期前払費用 1,700 － 850 850 － － 850

 中洲パークⅡパーキング用地 （福岡市博多区） 土地 304,235千円

 大分金池町②パーキング用地 （大分県大分市） 土地 123,100千円

 第９ダイヨシビルの売却 （福岡市東区） 建物 100,728千円

土地 87,901千円



【社債明細表】 

  

 
(注) １．( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。 

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

 
  

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．変動利率のものについては、当事業年度末の利率を採用しております。 

３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は

以下のとおりであります。 

  

 
  

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(％) 担保 償還期限

平成年月日 平成年月日

第１回無担保社債(株式会
社親和銀行保証付適格機
関投資家限定)

16.９.24 50,000 50,000 1.14 なし 21.９.24

第１回無担保社債(株式会
社親和銀行・福岡県信用
保証協会共同保証付)

16.９.24 50,000 50,000 1.43 なし 21.９.24

第１回無担保社債(株式会
社西日本シティ銀行保証
付および適格機関投資家
限定)

17.９.26
45,000
(10,000)

35,000
(10,000)

0.88 なし 22.９.24

合計 －
145,000
(10,000)

135,000
(10,000)

－ － －

１年以内 
(千円)

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内 
(千円)

10,000 10,000 110,000 5,000 －

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 505,000 455,000 2.55 －

１年以内に返済予定の長期借入金 321,715 754,579 2.34 －

長期借入金(１年以内に返済予定 
のものを除く。)

3,418,374 3,733,163 2.34 平成20年～37年

その他の有利子負債 － － － －

合計 4,245,089 4,942,742 － －

１年超２年以内 
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内 
(千円)

長期借入金 1,068,955 287,908 287,711 275,007



【引当金明細表】 

  

 
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」716千円は洗替によるものであります。 

２．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」124,130千円は、役員退職慰労金制度廃止に伴う取崩額で

あります。 

  

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 716 731 － 716 731

役員退職慰労引当金 122,530 1,600 － 124,130 －



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ．現金及び預金 

  

 
  

ｂ．売掛金 

相手先別内訳 

  

 
  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

 
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

  

区分 金額(千円)

現金 10,902

預金

当座預金 14,637

普通預金 569,244

郵便貯金 378

定期預金 55,733

定期積金 171,128

小計 811,122

合計 822,024

相手先 金額(千円)

㈲ジェイシステム 5,443

㈱レビュー 1,897

㈱キョーユー 672

トステム㈱ 528

カーコム㈱ 495

その他(一般顧客) 4,757

合計 13,794

前期繰越高(千円) 
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 

(Ｄ)
 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

14,057 3,047,905 3,048,168 13,794 99.5 1.6



ｃ．販売用不動産 

 
  

ｄ．仕掛不動産 
  

 
  

  

地域別 土地面積（㎡） 金額(千円)

福岡県 739 311,611

合計 739 311,611

地域別 土地面積（㎡） 金額(千円)

福岡県 2,383 1,497,789

合計 2,383 1,497,789



② 負債の部 

ａ．短期借入金 

  

 
  

ｂ．一年以内返済予定長期借入金 

  

 
  

ｃ．長期借入金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円)

㈱西日本シティ銀行 395,000

㈱九州リースサービス 60,000

合計 455,000

区分 金額(千円)

㈱福岡銀行 473,344

㈱西日本シティ銀行 156,132

㈱親和銀行 46,560

㈱福岡中央銀行 28,649

商工組合中央金庫 20,040

その他 29,853

合計 754,579

区分 金額(千円)

㈱西日本シティ銀行 1,267,351

㈱親和銀行 657,580

㈱福岡銀行 655,504

㈱福岡中央銀行 305,227

商工組合中央金庫 269,940

その他 577,560

合計 3,733,163



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) 当社は、単元株制度を採用しておりません。 

  

  

事業年度 ９月１日から８月31日まで

定時株主総会 11月中

基準日 ８月31日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日
８月31日
２月末日

１単元の株式数 －

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所 －

  株主名簿管理人 －

  取次所 －

  買取手数料 －

公告掲載方法

電子公告により行います。
ただし、電子公告によることができない事故その他やむ得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に掲載いたします。 
公告掲載URL(http://www.daiyoshi.com)

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、旧証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 
   平成19年６月25日福岡財務支局長に提出 
  
(2) 有価証券届出書の訂正届出書 
   平成19年７月５日及び平成19年７月13日福岡財務支局長に提出 

   平成19年６月25日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月25日

株式会社ダイヨシトラスト 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ダイヨシトラストの平成17年９月１日から平成18年８月31日までの第31期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細

表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ダイヨシトラストの平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

  

みすず監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  嶋     敦  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  栗  原     学  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  甲  斐  祐  ニ  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券届出書提出会

社）が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年11月28日

株式会社ダイヨシトラスト 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ダイヨシトラストの平成18年９月１日から平成19年８月31日までの第32期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明

細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ダイヨシトラストの平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

  

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士  松  嶋     敦  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  甲  斐  祐  二  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。
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