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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第83期
第１四半期
累計(会計)期間

第82期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 2,150,0669,961,703

経常利益 (千円) 82,887 396,874

四半期(当期)純利益 (千円) 47,982 229,791

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ―

資本金 (千円) 426,770 426,770

発行済株式総数 (株) 35,230 35,230

純資産額 (千円) 1,677,9841,647,704

総資産額 (千円) 6,407,1886,781,287

１株当たり純資産額 (円) 47,629.1446,769.93

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,361.987,271.17

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,306.876,828.48

１株当たり配当額 (円) ― 500

自己資本比率 (％) 26.2 24.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 139,447 925,020

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 16,680

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △284,780△992,600

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 908,2011,053,533

従業員数 (名) 42 47

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

重要な関係会社はありませんので、該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 42

(注) 従業員数は就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

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

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

　

(2) 受注実績

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

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

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門別の名称 販売高(千円) 構成比(％)

不動産鑑定・コンサルティング事業 24,163 1.1

不動産投資ファンド・サポート事業 37,445 1.7

不動産マネジメント事業 144,684 6.7

不動産流動化事業 1,943,772 90.5

合計 2,150,066100.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
２　不動産流動化事業における販売価格帯別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。

販売価格帯別

当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％)

３億円以上５億円未満 1,087,592 56.0

３億円未満 856,179 44.0

合計 1,943,772 100.0

　

３　不動産流動化事業における販売先種別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

販売先種別

当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％)

個人 1,304,744 67.1

一般法人 639,028 32.9

合計 1,943,772 100.0

　

４　不動産流動化事業における販売種類別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。
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販売種類別

当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％)

一棟マンション 1,553,579 79.9

一棟オフィス 390,193 20.1

合計 1,943,772 100.0

(注) 一棟マンションとはＲＣ（鉄筋コンクリート）造及びＳＲＣ（鉄骨鉄筋コンクリート）造の建物のこ

とであります。また、一棟オフィスとはオフィス向けビルディングのことであります。

　

５　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％)

㈱ヤングファッション研
究所

392,100 20.2

個人 381,840 19.6

個人 325,600 16.8

個人 283,620 14.6

㈱アクティオ 255,714 13.2

個人 210,450 10.8

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【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、本書提出日現在において判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格や原材料価格の高騰による物価高、低迷し続ける株式

市況などにより、景気回復は足踏み状態となりました。個人消費は雇用情勢の改善に足踏みが見られ所得

が横ばいで推移していることから、当面横ばい圏内の動きが続くと見込まれ、企業収益も伸び悩むなか

で、国内経済の先行き不透明感は一層増しております。

　不動産市場におきましても、改正建築基準法の施行による新規着工の停滞は解消されつつあるものの、

米国のサブプライムローン問題の影響による不動産融資に対する審査の厳格化などは緩和される気配も

なく、資金力や信用力などに欠ける体力のない企業が淘汰されるなど、業界をとりまく環境には依然厳し

いものがあります。

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

格化及び棚卸評価の適正化を図るなどの経営の健全化や事業推進体制の構築を進めてまいりました。

　当第１四半期におきましては、不動産流動化事業における堅実な販売活動を中心に、不動産投資ファン

ド・サポート事業及び不動産マネジメント事業においても着実に収益を上げ、売上高、利益とも順調に推

移いたしました。

　以上の結果、当第１四半期における売上高は2,150百万円、営業利益は119百万円、経常利益は82百万円、
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四半期純利益は47百万円となりました。

　事業別の業績は次のとおりであります。

 

① 不動産鑑定・コンサルティング事業

当事業におきましては、新規顧客開拓に注力してまいりましたが、業界環境の悪化による既存顧客か

らの受注案件数の減少により、売上高は24百万円の実績となりました。営業損失については、受注案件

数の減少に伴い、5百万円となりました。

 

② 不動産投資ファンド・サポート事業

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

ン審査の厳格化等により新規受託開拓は厳しい状況となりましたが、既存顧客を軸に堅実なサポート

業務を行ったことにより、売上高は37百万円、営業利益は17百万円となりました。

 

③ 不動産マネジメント事業

当事業におきましては、不動産市況の急激な悪化による価格下落の影響を最小限に抑える必要から

不動産流動化事業において慎重な仕入を行ったため、自社販売用不動産が減少し賃料収入売上は減少

しましたが、受託管理物件による管理手数料収入を堅実に積み上げたことにより、売上高は144百万円、

営業利益は76百万円となりました。

 

④ 不動産流動化事業

当事業におきましては、不動産市況の急激な悪化や金融機関による不動産融資に対する審査の厳格

化などにより、当事業を取り巻く環境は厳しいものとなりましたが、資金面で制約を受けづらい個人富

裕層及び資産保有を目的とする事業法人のエンドユーザーにターゲットを絞るとともに、５億円未満

の少額・高利回り一棟マンションの仕入及び販売に特化したことにより７物件を販売し、売上高は

1,943百万円、営業利益は104百万円となりました。

 

(注) 間接部門に係る販売費及び一般管理費72百万円は各事業部門に配賦しておりませんので、各事業部

門の営業利益及び営業損失の合計額と全社営業利益の金額は一致しておりません。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期における総資産は、前事業年度末と比較して374百万円減少し、6,407百万円となりまし

た。これは現金及び預金が145百万円減少したこと、たな卸資産が189百万円減少したことなどによるもの

であります。

　負債は、前事業年度末と比較して404百万円減少し、4,729百万円となりました。これは有利子負債が266

百万円減少したこと、未払法人税等及び未払消費税等が128百万円減少したことなどによるものでありま

す。

　純資産は、前事業年度末と比較して30百万円増加し、1,677百万円となりました。これは四半期純利益47

百万円を計上したこと、剰余金の配当17百万円を実施したことなどによるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの分析

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して145百万円減少し、
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908百万円となりました。

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、139百万円となりました。これは主

に税引前四半期純利益82百万円を計上したこと、たな卸資産が189百万円減少したこと及び法人税等を

106百万円支払ったこと等によるものであります。

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金及び使用した資金は、ありませんでし

た。

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、284百万円となりました。これは主

に短期借入れによる増加1,402百万円、短期借入金の返済による減少1,586百万円、長期借入れによる増

加310百万円、長期借入金の返済による減少386百万円及び配当金を11百万円支払ったこと等によるも

のであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

今後の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油価

格の高騰による物価高懸念、米国の景気の減速を背景とした、急速な円高の進行や低迷する株式市況など

のわが国経済の不透明感は払拭されていくものと考えられますが、正常化には相当な期間が必要である

と予想されます。

　不動産業界につきましても、サブプライムローン問題による金融分野における信用収縮懸念が早期に解

決しない場合、資金調達の不調が続き、販売用不動産の収益性が改善しないなど、不動産業界をとりまく

環境は一層厳しくなることが予想されます。

　このような状況の中、当社の中期的な戦略は、各種フィービジネスの拡大を図り、バランスの取れた収益

構造の構築を目指すというものであります。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社は不動産鑑定業務に基づき知識・データの蓄積と様々な不動産取引業務によって培われた経験を

活かして、不動産と金融の融合ビジネスに取り込んでまいりました。

　今後の業容の拡大を目指すためには、各事業部門の専門職層の育成や各事業間の相乗効果を高める有効

な方策などの課題に引き続き取り組んでいく必要があります。また、景気や市場動向等に大きく影響を受

ける不動産流動化事業における収益不動産販売に偏重している収益バランスから、不動産マネジメント

事業における管理受託物件の積上げによる管理手数料収入拡大や不動産投資ファンド・サポート事業に
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おけるフィービジネスの拡大を図り、バランスの取れた収益構造を構築していく方針であります。

　さらに、当社は内部管理体制の整備を行い、法令遵守を徹底し、顧客からの信頼を維持するよう今後もよ

り一層のコンプライアンス体制の充実が必要であると考えております。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000

計 100,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月12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 35,230 35,230
ジャスダック証券取

引所
―

計 35,230 35,230 ― ―

(注) １　普通株式は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　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期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。

　

EDINET提出書類

株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)

四半期報告書

10/34



(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり

ます。

　

① 平成17年８月８日臨時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個) 550

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

新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)１、３ 1,100

新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)１、３ 14,000

新株予約権の行使期間 平成17年９月１日から平成27年８月31日まで

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) (注)１、３

発行価格　 　14,000
資本組入額　　7,000

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の全部または一部につき第三者に対して譲
渡する場合は当社取締役会の承認を要する。(注) ２

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 ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

　　　　 

また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）ま

たは自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

 

調整後
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を

行う。

２　新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④ その他の条件については、平成17年８月８日開催の臨時株主総会及び平成17年８月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められてい

ます。

３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。

これにより、新株予約権の目的となる株式の数は1,100株、新株予約権の行使時の払込金額は14,000円、新株予
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約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額は、発行価格14,000円、資本組入額7,000円

に調整されております。
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② 平成17年８月８日臨時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個) (注) ３ 709

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

新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)１、３ 1,418

新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)１、３ 14,000

新株予約権の行使期間 平成19年９月１日から平成21年８月31日まで

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) (注)１、３

発行価格　 　14,000
資本組入額　　7,000

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の全部または一部につき第三者に対して譲
渡する場合は当社取締役会の承認を要する。(注) ２

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 ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

         

また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）ま

たは自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

 

調整後
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

         

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を

行う。

２　新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

(ⅰ) 平成19年９月１日から平成20年８月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

(ⅱ) 平成20年９月１日から平成21年８月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、(ⅰ)に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越され、

(ⅱ)の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、(ⅰ)に行使株式数に端数が生じる場合にお

いては、端数株式数は(ⅱ)の期間に持ち越されるものとする。

③ 新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤ その他の条件については、平成17年８月８日開催の臨時株主総会及び平成17年８月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められてい

ます。

３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。
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これにより、新株予約権の行使時の払込金額は14,000円（発行価格14,000円、資本組入額7,000円）に調整さ

れております。
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③ 平成18年３月14日臨時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個) (注) ３ 221

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

新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)１、３ 442

新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)１、３ 75,000

新株予約権の行使期間 平成20年４月１日から平成22年３月31日まで

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) (注)１、３

発行価格　 　75,000
資本組入額　 32,500

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の全部または一部につき第三者に対して譲
渡する場合は当社取締役会の承認を要する。(注) ２

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 ―

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）ま

たは自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

 

調整後
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を

行う。

２　新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

(ⅰ) 平成20年４月１日から平成21年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

(ⅱ) 平成21年４月１日から平成22年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、(ⅰ)に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越され、

(ⅱ)の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、(ⅰ)に行使株式数に端数が生じる場合にお

いては、端数株式数は(ⅱ)の期間に持ち越されるものとする。

③ 新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤ その他の条件については、平成18年３月14日開催の臨時株主総会及び平成18年３月30日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められてい

ます。

３　平成18年４月12日開催の取締役会決議により、平成18年５月31日付で１株を２株に分割しております。
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これにより、新株予約権の行使時の払込金額は75,000円（発行価格75,000円、資本組入額37,500円）に調整さ

れております。
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会社法第236条、第238条及び第239条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　

④ 平成19年３月12日臨時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個) 181

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

新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)１ 181

新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)１ 82,000

新株予約権の行使期間 平成21年４月１日から平成23年３月31日まで

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) (注)１、３

発行価格　 　82,000
資本組入額　 41,000

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の全部または一部につき第三者に対して譲
渡する場合は当社取締役会の承認を要する。(注) ２

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 (注) ３

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合は、当該基準日の翌日において次の算式により１株当たりの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

また当社が行使価額を下回る価額で新株を発行する場合（ただし、新株予約権の行使による場合を除く）ま

たは自己株式を処分する場合は、次の算式（コンバージョン・プライス方式）により１株当たりの行使価額

を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

 

調整後
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金

額」を「１株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、または当社が吸収分割もしくは新設分割を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める払込金額の調整を

行う。

２　新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または当

社子会社の取締役、使用人または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者は、割当てを受けた本新株予約権の行使にあたっては、次の条件に従う。

(ⅰ) 平成21年４月１日から平成22年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

(ⅱ) 平成22年４月１日から平成23年３月31日の期間については割当個数の50％を上限とする。

ただし、(ⅰ)に新株予約権を一部行使した場合、あるいは行使しなかった場合には、その権利は持ち越され、

(ⅱ)の期間にすべての新株予約権を行使できるものとする。なお、(ⅰ)に行使株式数に端数が生じる場合にお

いては、端数株式数は(ⅱ)の期間に持ち越されるものとする。

③ 新株予約権者が新株予約権を行使できる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使する

ことができる。

④ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

⑤ その他の条件については、平成19年３月12日開催の臨時株主総会及び平成19年３月12日の取締役会決議に

基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定められてい
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ます。

３　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。その場合においては、残存新株予約権は消滅するも

のとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

　残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発行日のうちいずれか遅い日

から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
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⑤ 平成20年６月26日定時株主総会決議

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 (個) 500

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

新株予約権の目的となる株式の数 (株) (注)１ 500

新株予約権の行使時の払込金額 (円) (注)１ 36,548

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成24年６月30日まで

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) (注)１、３

発行価格　 　36,548
資本組入額　 18,274

新株予約権の行使の条件 (注) ２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の全部または一部につき第三者に対して譲
渡する場合は当社取締役会の承認を要する。(注) ２

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 (注) ３

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は

切上げる。

 

調整後
＝

調整前
×

１

行使価額 行使価額 分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日以後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式

の処分を行う場合(ただし、新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式(コンバージョン・プライス方

式)により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

 

調整後
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額

行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込価

額」を「1株当たり処分価額」に読み替えるものとする。

また、本新株予約権に係る株主総会決議日以降、当社が他社と合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う

場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を

行う。

２　新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の従業員

の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由があり取締役会が認めた場合にはこの限りで

はない。

② 新株予約権者が本新株予約権を行使することができる期間中に死亡した場合、その者の相続人は新株予約

権を行使することができる。

③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④ その他の条件については、平成20年６月26日開催の定時株主総会及び平成20年６月26日並びに平成20年６

月27日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する「新株予約権

割当契約書」に定められています。

３　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。その場合においては、残存新株予約権は消滅するも

のとする。
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ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

　組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一

の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

　残存新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発行日のうちいずれか遅い日

から、残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使条件

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑦ 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。

⑧ 新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定する。
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(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】

　

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20年６月30日 ― 35,230 ― 426,770 ― 360,663

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３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 35,230 35,230 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 35,230 ― ―

総株主の議決権 ― 35,230 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

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 ― ― ― ― ―
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月

　
５月

　
６月

最高(円) 36,50045,95048,000

最低(円) 26,40030,80032,900

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け

ております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりです。

資産基準　　　　　0.1%

売上高基準　　　　0.0%

利益基準　　　　△0.4%

利益剰余金基準　△0.1%

(注) 割合の算定において、会社間における債権債務及び資産に含まれる未実現損益並びに会社間取引の

消去は行っておりません。
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１【四半期財務諸表】
　(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 908,201 1,053,533

売掛金 26,652 24,307

販売用不動産 ※２
 4,301,981

※２
 4,739,499

未成工事支出金 ※２
 967,408

※２
 719,568

その他 132,368 172,007

貸倒引当金 △3,132 △3,132

流動資産合計 6,333,479 6,705,785

固定資産

有形固定資産 ※１
 18,429

※１
 19,821

無形固定資産 1,556 1,693

投資その他の資産 53,723 53,987

固定資産合計 73,708 75,502

資産合計 6,407,188 6,781,287

負債の部

流動負債

買掛金 59,491 43,230

短期借入金 ※３
 2,157,000

※３
 2,341,400

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 ※３
 471,895

※３
 797,775

未払法人税等 36,188 110,446

引当金 47,210 30,371

その他 309,319 406,304

流動負債合計 3,141,104 3,789,527

固定負債

社債 75,000 80,000

長期借入金 ※３
 1,512,631

※３
 1,263,520

その他 468 535

固定負債合計 1,588,099 1,344,055

負債合計 4,729,203 5,133,582

純資産の部

株主資本

資本金 426,770 426,770

資本剰余金 360,663 360,663

利益剰余金 889,826 859,459

株主資本合計 1,677,259 1,646,892

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 714 812

評価・換算差額等合計 714 812

新株予約権 10 －

純資産合計 1,677,984 1,647,704

負債純資産合計 6,407,188 6,781,287
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　(2)【四半期損益計算書】
　　【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高 2,150,066

売上原価 1,905,617

売上総利益 244,449

販売費及び一般管理費 ※１
 125,011

営業利益 119,438

営業外収益

受取利息及び配当金 1

保険解約返戻金 468

年金掛金返戻金 263

印紙税還付金 440

営業外収益合計 1,172

営業外費用

支払利息 30,315

その他 7,408

営業外費用合計 37,723

経常利益 82,887

特別損失

固定資産除却損 123

特別損失合計 123

税引前四半期純利益 82,764

法人税、住民税及び事業税 34,781

法人税等合計 34,781

四半期純利益 47,982
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　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
（自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 82,764

減価償却費 1,405

引当金の増減額（△は減少） 16,839

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 30,315

固定資産除却損 123

売上債権の増減額（△は増加） △2,344

仕入債務の増減額（△は減少） 16,260

たな卸資産の増減額（△は増加） 189,678

その他 △67,264

小計 267,775

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △22,078

法人税等の支払額 △106,251

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,402,000

短期借入金の返済による支出 △1,586,400

長期借入れによる収入 310,000

長期借入金の返済による支出 △386,769

社債の償還による支出 △5,000

配当金の支払額 △11,531

その他 △7,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,332

現金及び現金同等物の期首残高 1,053,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 908,201
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

　
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、個別法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日

　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、個

別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下による簿価切下げの方法）により算定して

おります。なお、この変更に伴う損益に与える影響は

ありません。

　

簡便な会計処理

　
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関して

は、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によってお

ります。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低

下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に

係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

　
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　税金費用の計算

当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に

含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　21,978千円

 

※２　担保提供資産

担保に供されている資産について、事業の運営に

おいて重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に

比べて著しい変動が認められるもの

販売用不動産 4,301,981千円

未成工事支出金 633,334 〃 

　　合計 4,935,316千円

 

※３　財務制限条項

　（個別金銭消費貸借契約）

当社の借入金のうち、㈱りそな銀行との個別金銭

消費貸借契約（残高合計1,041,050千円）には財務

制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に

該当した場合には、当該借入金の借入先に対し該当

する借入金額を一括返済することがあります。

(1) ２期連続当期赤字

　２期連続当期赤字とは、最終の決算期およびその前

の決算期において、損益計算書（もしくはこれに準

じるもの）における当期利益が赤字である場合をい

い、３期以上連続して当期利益が赤字になる場合も

改めてこの条項に該当するものとします。

(2) 債務超過

　債務超過とは、最終の決算期の貸借対照表におい

て、負債が資産を上回る状態をいいます。

 

　（コミットメントライン契約）

―

※１　有形固定資産の減価償却累計額　21,328千円

 

※２　担保提供資産

 

販売用不動産 4,739,499千円

未成工事支出金 392,073 〃 

　　合計 5,131,573千円

 

※３　財務制限条項

　（個別金銭消費貸借契約）

同　左

 

　（コミットメントライン契約）

借入金のうちコミットメントライン契約には財務

制限条項が付されており、次の各号に定める事由に

一つでも違反した場合には、契約条件が変更され、適

用利率が変更あるいはコミットメントが終了するこ

とがあります。

　(1)、(2)および(3)のいずれかに違反した場合、当該

違反した日またはそれ以降の日を取引日とする貸越

金に係る適用利率が短期プライムレート＋2.0％に

変更されます。

　(1)、(2)および(3)のうち二つ以上の条項に違反し

た場合、または(4)に違反した場合、債権者によりい

つでも契約を終了させられることがあります。
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当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

(1) 各事業年度の決算期（中間決算期を含まない。

以下、同じ。）の末日における貸借対照表に示される

純資産の部の金額について、平成18年３月期の決算

期の末日における貸借対照表における純資産額の

90％以上にそれぞれ維持すること。

(2) 各事業年度の決算期にかかる損益計算書上の経

常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を

計上しないこと。

(3) 各決算期において、レバレッジ倍率5.0倍以下を

維持すること。ここでいうレバレッジ倍率は、期末有

利子負債総額から期末現金及び預金並びに運転資金

を引いた金額を当期営業利益と当期減価償却費を加

えた額で除した数値をいう。有利子負債総額とは、短

期借入金、長期借入金、社債および手形割引の合計を

いい、運転資金とは、「（売掛金＋受取手形＋たな卸

資産）―（買掛金＋支払手形）」をいうものとす

る。

(4) 貸借対照表上の勘定科目である販売用不動産に

おいて同一物件が２単体決算期連続で計上されない

こと。

 

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

賞与引当金繰入     7,068千円

販売仲介手数料    28,164 〃

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　（平成20年６月30日現在）

現金及び預金 908,201千円

現金及び現金同等物 908,201千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 35,230

　

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

新株予約権の四半期会計期間末残高

　第５回新株予約権（ストック・オプションとしての新株予約権）　10千円

　　　(注) 当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 17,615 500平成20年３月31日 平成20年６月27日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１．費用計上額及び科目名

四半期財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。

　

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

第５回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　39名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　500株

付与日 平成20年６月30日

権利確定条件 権利行使時において当社従業員の地位にあること

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない

権利行使期間 平成22年７月１日から平成24年６月30日まで

権利行使価格（円） 36,548

付与日における公正な評価単価（円） 15,070.34

　

(持分法損益等)

関連会社がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

47,629.14円 46,769.93円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 1,361.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 1,306.87円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益

四半期純利益(千円) 47,982

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 47,982

普通株式の期中平均株式数(株) 35,230

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) 1,485.51

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった
潜在株式について前事業年度末から重要な変動
がある場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月５日

株式会社エー・ディー・ワークス

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　望　　月　　明　　美　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　三　　富　　康　　史　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社エー・ディー・ワークスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第83期事業年度の第１四半期

累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照

表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財

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四半期財務諸表に対する結論を表明

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エー・ディー・ワークスの平成20年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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