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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】

連結経営指標等

　

回次
第84期

第２四半期連結
累計期間

第84期
第２四半期連結
会計期間

第83期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 2,503,1501,483,857 ―

経常利益 (千円) 194,127 87,946 ―

四半期(当期)純利益 (千円) 105,053 50,554 ―

純資産額 (千円) ― 1,718,414 ―

総資産額 (千円) ― 4,887,543 ―

１株当たり純資産額 (円) ― 50,206.02 ―

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 3,144.261,504.32 ―

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 3,070.821,470.01 ―

自己資本比率 (％) ― 35.1 ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 588,538 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 14,496 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △181,531 ― ―

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,122,363 ―

従業員数 (名) ― 34 ―

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第83期については、連結財務諸表を作成しておりませんので記載しておりません。

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

 2/51



３　第83期第２四半期累計期間、第83期第２四半期会計期間及び第83期における提出会社の個別財務諸表に係る主

要な経営指標は次のとおりです。

回次
第83期
第２四半期
累計期間

第83期
第２四半期
会計期間

第83期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 3,541,7261,391,6596,104,217

経常利益又は経常損失
（△）

(千円) 72,128 △10,758 51,021

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失（△）

(千円) 41,725 △6,257 22,882

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

発行済株式数 （株） ― 35,230 35,230

純資産額 (千円) ― 1,664,3481,628,094

総資産額 (千円) ― 5,593,8044,865,353

１株当たり純資産額 (円) ― 47,723.1348,366.82

１株当たり四半期
(当期)純利益又は四半
期純損失（△）

(円) 1,187.67△178.57 661.52

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 1,146.77 ― 645.42

１株当たり配当額 （円） ― ― 500

自己資本比率 (％) ― 29.7 33.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 854,299 ― 1,364,274

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 700 ― △4,120

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,069,869 ― △1,718,447

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 838,663 695,241

従業員数 (名) ― 38 36

(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。

３　第83期第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間における、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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。

また、重要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 34

(注)　従業員数は、当社グループの就業人員数であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 30

(注) 従業員数は、当社外への出向者を除く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

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産マネジメン

ト事業、収益不動産事業及び居住用不動産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

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産マネジメン

ト事業、収益不動産事業及び居住用不動産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２四半期連結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 14,009 0.9

不動産マネジメント事業 109,768 7.4

収益不動産事業 1,358,49391.6

居住用不動産事業 10,642 0.7

計 1,492,914 ―

消去又は全社 △9,057 △0.6

合計 1,483,857100.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　収益不動産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２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

３億円以上５億円未満 628,885 46.3

３億円未満 729,608 53.7

合計 1,358,493 100.0
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３　収益不動産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２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

一般法人 314,258 23.1

個人 1,044,235 76.9

合計 1,358,493 100.0

　

４　収益不動産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。

販売種類別

当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

一棟マンション 1,214,051 89.4

土地 144,442 10.6

合計 1,358,493 100.0

(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。

　

５　収益不動産事業における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２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

個人 317,300 23.4

㈱水橋ビルヂング 314,400 23.1

個人 260,500 19.2

個人 218,400 16.1
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当社グループは、第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めております。提出会社

の前第２四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。

　なお、不動産投資ファンド・サポート事業は、事業の種類別セグメントの見直しにより、第１四半期連結

会計期間において不動産マネジメント事業に集約しております。

　また、不動産流動化事業は、第１四半期連結会計期間において収益不動産事業に呼称変更しております。

　

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 32,223 2.3

不動産投資ファンド・サポート事業 43,036 3.1

不動産マネジメント事業 116,803 8.4

不動産流動化事業 1,199,59586.2

合計 1,391,659100.0

(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

前第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

３億円以上５億円未満 684,029 57.0

３億円未満 515,566 43.0

合計 1,199,595 100.0

　

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

前第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

個人 1,199,595 100.0

合計 1,199,595 100.0

　

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。

販売種類別

前第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

一棟マンション 851,757 71.0

一棟オフィス 347,838 29.0

合計 1,199,595 100.0

(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。
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５　不動産流動化事業における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

前第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

個人 346,923 28.9

個人 336,156 28.0

個人 260,049 21.7

個人 256,467 21.4

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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。

なお、第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めております。新たに連結の範囲に含

めた子会社については設立後間もなく、当社グループの四半期連結財務諸表に与える影響も軽微であるこ

とから、前年同期比増減率につきましては、提出会社である株式会社エー・ディー・ワークスの前第２四半

期会計期間における四半期財務諸表と当第２四半期連結会計期間における四半期連結財務諸表とを比較・

算出して記載しております。

　また、前連結会計年度末との比較につきましては、当連結会計年度における連結貸借対照表の期首残高と

当第２四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表とを比較・算出して記載しております。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、設備投資の減少が続き雇用情勢も改善が見られ

ないなど厳しい状況にありましたが、公共投資の増加や海外経済の持ち直しを背景にした輸出・生産の

増加が見られ、また、企業の業況感も製造業大企業を中心に改善の動きが見られるなど、景気は持ち直し

つつあります。今後の先行きについては、国内需要が雇用・所得環境の厳しさが続くなかこれまで堅調に

推移してきた公共投資も予算や事業の見直しに伴う影響を見極める必要があることから弱含みで推移す

ると思われますが、その一方で輸出はアジア向けを中心に増加が続くと見られることから、全体としては

景気は自律性に乏しいながらも持ち直していくと考えられます。

不動産市場におきましても、基準地価の下落率は拡大し、金融機関による不動産融資に対する審査は依

然厳しく、新築マンションの販売戸数も低迷しております。しかしながら、財務面で脆弱な不動産会社の

淘汰も一巡し、市況の悪化に歯止めがかかり不動産価格が底入れしたとの認識が一部で見られ、首都圏中

古マンションの価格も上昇するなど、業界を取り巻く環境は若干好転の兆しが見られるようになりまし

た。
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このような状況のもと、当社グループ（当社及び当社の関係会社）におきましては、業界環境の変化に

速やかに対応し、物件の早期販売、仕入基準の厳格化など、経営の健全化を進めてまいりました。また、こ

うした逆風下の状況をむしろ絶好のビジネスチャンスととらえ、顧客層を絞り込み、取扱物件の多様化と

在庫回転率の向上により収益基盤の強化を図り、前事業年度に設立した株式会社エー・ディー・エス

テート（以下、「ＡＤエステート」と表記）での「居住用不動産事業」を本格的に展開させるなど、積極

的な事業運営に努めてまいりました。

当第２四半期連結会計期間におきましては、収益不動産事業における個人富裕層及び資産保有を目的

としたエンドユーザーにターゲットを絞るとともに安定収益が見込める５億円未満の少額・高利回り物

件に特化するといった堅実な販売活動を中心に、不動産鑑定・コンサルティング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、当社グループの中核である株式会社エー・ディー・ワークス

（以下、「ＡＤワークス」と表記）におきましては、売上高、利益とも順調に推移いたしました。居住用不

動産事業につきましても、当事業を担当するＡＤエステートが設立後間もないなかＡＤワークスで蓄積

した営業ノウハウや情報網を最大限に活かし、実需としての居住用不動産を求める個人消費者向けの中

古区分マンションや新築戸建分譲用地などの取得を積極的に進め、また、グループ会社間における人材交

流により組織の充実を図るなど、今後の事業展開の基盤固めを行うことができました。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は1,483百万円（前年同期比6.6%増）、営業利

益は106百万円（前年同期比479.5%増）、経常利益は87百万円（前年同期は10百万円の損失）、四半期純

利益は50百万円（前年同期は6百万円の損失）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。

　

① 不動産鑑定・コンサルティング事業

当事業部門におきましては、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は大幅に減少しました。その一方で人員体制の見直しなどにより人件費等のコス

ト削減に努め、売上高は14百万円（前年同期比56.5%減）、営業利益は3百万円（前年同期比17.0%減）

となりました。

　

② 不動産マネジメント事業

当事業部門におきましては、収益不動産事業における慎重な仕入活動による販売用不動産の在庫圧

縮によりテナントからの賃料収入は減少しましたが、管理受託物件に係る手数料収入を堅実に積み上

げたことなどにより、売上高は109百万円（前年同期比31.3%減）、営業利益は54百万円（前年同期比

19.5%減）となりました。

　なお、前事業年度までＡＤワークスにおいて事業展開しておりました「不動産投資ファンド・サポー

ト事業」につきましては、不動産ファンドを取り巻く市況の悪化により事業規模が縮小したこと及び

「不動産ファンド」「個人投資家」と顧客区分は異なるものの事業の特性が不動産マネジメント事業

と重複することから、第１四半期連結会計期間より「不動産マネジメント事業」に集約しております。
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③ 収益不動産事業

当事業部門におきましては、不動産市況の悪化に歯止めがかかったことや前事業年度の仕入基準の

厳格化が奏功し、利益率は大幅に改善いたしました。また、資金調達面で制約が少なく不動産投資面で

余力のある個人富裕層及び資産保有を目的とする事業法人のエンドユーザーにターゲットを絞るとと

もに５億円未満の少額物件に特化するなど事業効率を高めた結果、売上高は1,358百万円（前年同期比

13.2%増）、営業利益は134百万円（前年同期比1712.6%増）となりました。

　なお、前事業年度まで不動産流動化事業における一事業として展開しておりました「リモデリング事

業」につきましては、今後、当社グループにおける主力事業の一翼を担うものとして「居住用不動産事

業」に含めております。

　

④ 居住用不動産事業

「居住用不動産事業」は、第１四半期連結会計期間から新たに設けた事業区分で、今後当社グループ

における主力事業として展開してまいります。

　当事業部門におきましては、当事業を担当するＡＤエステートが設立後間もないため、当第２四半期

連結会計期間についても今後の事業展開の礎を築く準備期間と位置づけて営業活動を行いました。そ

の結果、中古区分マンションの媒介業務や販売代理業務などにより売上実績を積み上げたものの人件

費等のコストを回収するまでには至らず、売上高は10百万円、営業損益は1百万円の損失となりました。

　なお、当事業部門につきましては、ＡＤワークスより移管した中古区分マンションや中古戸建住宅の

「リモデリング事業」に加え、それら居住用不動産の媒介業務、都内城北地区及びその近郊を中心とし

た新築戸建分譲住宅の開発・販売など、今後は実需としての居住用不動産を求める顧客をターゲット

に、関連する様々なビジネスを幅広く展開する予定であります。またＡＤワークスで培った営業ノウハ

ウや顧客情報の蓄積などを最大限に活用して当社グループ内での相乗効果を引き出し、また収益不動

産事業と相互補完する関係のなかで、積極的に事業を展開していきます。

　

（注）１　各事業セグメントの売上高の合計額と連結売上高の金額の差額9百万円は、セグメント間の内部取引高であり

ます。

 ２　各事業セグメントの営業利益の合計額と連結営業利益の金額の差額のうち75百万円は、各事業セグメントに

配賦不能な営業費用として全社部門に計上されております。

 ３　不動産マネジメント事業の前年同期比増減率につきましては、前事業年度における不動産投資ファンド・サ

ポート事業の数値と不動産マネジメント事業の数値とを合算し算出しております。

 ４　居住用不動産事業の前年同期比増減率につきましては、第１四半期連結会計期間において事業セグメントを

新設しているため、記載しておりません。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、当連結会計年度の期首と比較して24百万円増加し、

4,887百万円となりました。これは現金及び預金が421百万円増加したこと、たな卸資産が381百万円減少

したことなどによるものであります。

　負債は、当連結会計年度の期首と比較して68百万円減少し、3,169百万円となりました。これは有利子負

債が163百万円減少したこと、未払法人税等及び未払消費税等が110百万円増加したことなどによるもの

であります。

　純資産は、当連結会計年度の期首と比較して92百万円増加し、1,718百万円となりました。これは四半期

純利益105百万円を計上したことなどによるものであります。

　

（注）第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度末との比較につきまして

は、当連結会計年度における連結貸借対照表の期首残高に対して行っております。

　

(3) キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末と比較して

349百万円増加し、1,122百万円となりました。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、209百万円（前年同期比70.7%

減）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益91百万円を計上したこと、たな卸資産が117

百万円減少し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２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、0百万円（前年同期比195.7%

減）となりました。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、140百万円（前年同期比117.9%

減）となりました。これは主に短期借入れによる増加1,264百万円、短期借入金の返済による減少730百

万円、長期借入金の返済による減少480百万円、社債の発行による収入97百万円等によるものでありま

す。

　

（注）第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前年同期比増減率につきましては、提出

会社である株式会社エー・ディー・ワークスの前第２四半期会計期間における四半期財務諸表を前第２四半期

連結会計期間における四半期連結財務諸表とみなして算出し記載しております。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、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。
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(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、「百年に一度」と評されている昨今の世界同時不況により停滞してい

るわが国経済は、今後は次第に持ち直しに向かうものと思われます。　

不動産業界につきましても、依然として厳しい経営環境の継続が予想されますが、これまでの急激な不

動産価格の下落により、今後は高利回り・高収益が期待できる不動産が市場に出回りつつあることから、

すでに市況の悪化に歯止めがかかったものと考えられます。

このような状況の中、当社グループで培った営業のノウハウや顧客情報の蓄積などを最大限に活用し、

収益不動産の株式会社エー・ディー・ワークスと居住用不動産の株式会社エー・ディー・エステートが

当社グループ内で相乗効果を引き出しながら、収益率の向上と売上規模の拡大を図って行きます。　

中期的な戦略は、従前の収益不動産事業において、個人の富裕層および資産保有を目的としたエンド

ユーザーにターゲットを絞り、安定運用が見込める５億円以下の一棟収益マンションに特化することに

より高収益を確保し、その一方で、居住用不動産の株式会社エー・ディー・エステートが行うリモデリン

グ事業の拡大と収益化を早急に実現します。また、当連結会計年度より新規に参入いたしました新築戸建

分譲事業が下期より販売を開始することにより、当社グループの売上及び利益に大きく貢献してくるこ

とと思われます。今後は、一般エンドユーザー向けの居住用不動産事業が当社グループの大きな収益の柱

の１つへと育成されるとともに、実需としての居住用不動産を求める顧客をターゲットに、関連する様々

なビジネスを幅広く展開することで、収益機会の創出と拡大を図って行きます。

また、これまで目指してきた不動産鑑定・コンサルティング事業におけるフィービジネス、不動産マネ

ジメント事業におけるストックビジネスの両建てによるストック型フィービジネスの安定拡大による収

益化を推進し、より一層の経営の安定化と業容の拡大を図っていきます。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループ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、当社グループ及び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収益不動産事業に偏重している収益バランスから、安定した需要が見込まれる

一般エンドユーザーへの居住用不動産の提供を行う居住用不動産事業を当社グループの収益のもう一つ

の柱となるよう育成し、事業の多角化を推進して行くことが、不動産市場の変化に柔軟に対応できる筋肉

質の安定企業への転換と考えております。また、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を図り、バランスの取れた安定した収益構造を構築していく方針であります。

また、当社では、社員一人一人の業務スキル並びに知識の向上を図ることが事業の拡大・成長には不可

欠であると認識し、先輩社員によるＯＪＴと共に定期的なセミナーへの参加などを行い、人材のレベル

アップに取り組んでまいります。

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２四半期連結会計期間において、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

（注）平成21年８月31日の取締役会決議により、平成21年10月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株

式総数は100,000株増加し、200,000株となっております。

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11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 70,460
ジャスダック証券
取引所

単元株制度を採用しておりま
せん

計 35,230 70,460 ― ―

（注）平成21年８月31日の取締役会決議により、平成21年10月１日付で１株を２株に株式分割いたしました。これによ

り株式数は35,230株増加し、発行済株式総数は70,460株となっております。

　

(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２四半期会計期間末現在
(平成21年９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 ―

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

14/51



(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

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18年３月14日臨時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個) (注) ３ 192

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、３ 384

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。

　

③ 平成19年３月12日臨時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個) 168

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)１ 168

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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④ 平成20年６月26日定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 (個) 437

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)１ 437

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。

　

(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21年９月30日
(注)

― 35,230 ― 426,770 ― 360,663

(注)　平成21年10月1日をもって１株を２株に株式分割し、これに伴い発行済株式総数が35,230株増加しております。

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年９月30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(％)

田中　秀夫 東京都港区 14,506 41.18

有限会社リバティーハウス 東京都港区海岸1-1-3303 2,540 7.21

増田　努 東京都西東京市 1,900 5.39

安達　俊秀 東京都西東京市 460 1.31

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 456 1.29

MUFGベンチャーキャピタル１号
投資事業有限責任組合

東京都中央区京橋2-14-1 400 1.14

原　利典 東京都中央区 346 0.98

株式会社河辺工業 愛知県名古屋市中村区長戸井町4-52 326 0.93

有限会社プレステージ 東京都板橋区双葉町28-1 307 0.87

本多　正憲 東京都西東京市 280 0.79
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計 ― 21,521 61.09

(注)　上記のほか当社所有の自己株式1,084株(3.08％)があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30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)
(自己保有株式）
普通株式  1,084

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,146 34,146 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 35,230 ― ―

総株主の議決権 ― 34,146 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30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(％)

(自己保有株式)
株式会社エー・ディー・
ワークス

東京都中央区銀座8-2-8 1,084 ― 1,084 3.08

計 ― 1,084 ― 1,084 3.08

　

　

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21年
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 21,80023,90026,00024,40034,400
47,500
※17,800

最低(円) 15,60015,00020,00019,20024,980
31,500
※14,500

(注) １　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。

２　※印は、株式分割（平成21年10月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本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  四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）については、四半期連結財務諸表の作成

初年度であるため、前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表、前第２四半期連結会計期間及び前第

２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

ては記載しておりません。

　また、前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表に代えて提出会社の前事業年度末に係る要約貸借

対照表、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書に代えて提出会社の前第２四半期会計期間及び前第２四半期累計

期間に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

(2) 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。

　なお、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計

期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、改正前の四半期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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間（平成20年７月１日

から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に

係る四半期財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第２四半期連結会計期

間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任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。

 

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

　

　

　

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

24/51



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
【当第２四半期連結会計期間末】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,122,363

売掛金 19,109

販売用不動産 ※２
 3,157,135

仕掛販売用不動産 ※２
 445,441

その他 87,166

流動資産合計 4,831,216

固定資産

有形固定資産 ※１
 14,032

無形固定資産 1,313

投資その他の資産 40,980

固定資産合計 56,326

資産合計 4,887,543

負債の部

流動負債

買掛金 69,218

短期借入金 1,252,500

1年内償還予定の社債 70,000

1年内返済予定の長期借入金 ※３
 154,938

未払法人税等 98,627

引当金 33,901

その他 239,975

流動負債合計 1,919,160

固定負債

社債 80,000

長期借入金 ※３
 1,169,969

固定負債合計 1,249,969

負債合計 3,169,129

純資産の部

株主資本

資本金 426,770

資本剰余金 360,663

利益剰余金 945,987

自己株式 △19,126

株主資本合計 1,714,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40

評価・換算差額等合計 40

新株予約権 4,078

純資産合計 1,718,414

負債純資産合計 4,887,543
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【前事業年度末の要約貸借対照表】
（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 695,241

売掛金 20,946

販売用不動産 ※２
 3,345,793

仕掛販売用不動産 ※２
 638,238

その他 105,284

貸倒引当金 △3,132

流動資産合計 4,802,371

固定資産

有形固定資産 ※１
 15,058

無形固定資産 1,054

投資その他の資産 46,869

固定資産合計 62,982

資産合計 4,865,353

負債の部

流動負債

買掛金 45,849

短期借入金 768,000

1年内償還予定の社債 50,000

1年内返済予定の長期借入金 ※３
 390,820

未払法人税等 1,615

引当金 16,590

その他 281,840

流動負債合計 1,554,716

固定負債

社債 30,000

長期借入金 ※３
 1,652,543

固定負債合計 1,682,543

負債合計 3,237,259

純資産の部

株主資本

資本金 426,770

資本剰余金 360,663

利益剰余金 864,726

自己株式 △26,639

株主資本合計 1,625,520

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40

評価・換算差額等合計 40

新株予約権 2,534

純資産合計 1,628,094

負債純資産合計 4,865,353
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(2)【四半期連結損益計算書】
【当第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 2,503,150

売上原価 2,007,006

売上総利益 496,144

販売費及び一般管理費 ※１
 268,147

営業利益 227,996

営業外収益

受取利息及び配当金 134

保険解約返戻金 524

年金掛金返戻金 460

その他 328

営業外収益合計 1,448

営業外費用

支払利息 31,276

その他 4,040

営業外費用合計 35,317

経常利益 194,127

特別利益

賞与引当金戻入額 22

貸倒引当金戻入額 3,132

特別利益合計 3,155

税金等調整前四半期純利益 197,282

法人税、住民税及び事業税 92,229

法人税等合計 92,229

四半期純利益 105,053
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【前第２四半期累計期間】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 3,541,726

売上原価 3,159,439

売上総利益 382,286

販売費及び一般管理費 ※１
 244,436

営業利益 137,849

営業外収益

受取利息及び配当金 831

保険解約返戻金 554

年金掛金返戻金 376

印紙税還付金 440

その他 17

営業外収益合計 2,219

営業外費用

支払利息 57,408

その他 10,532

営業外費用合計 67,940

経常利益 72,128

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 72,005

法人税、住民税及び事業税 30,279

法人税等合計 30,279

四半期純利益 41,725
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【当第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,483,857

売上原価 1,231,691

売上総利益 252,165

販売費及び一般管理費 ※１
 145,461

営業利益 106,703

営業外収益

受取利息及び配当金 118

保険解約返戻金 176

その他 191

営業外収益合計 487

営業外費用

支払利息 15,764

その他 3,479

営業外費用合計 19,244

経常利益 87,946

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,132

特別利益合計 3,132

税金等調整前四半期純利益 91,078

法人税、住民税及び事業税 40,524

法人税等合計 40,524

四半期純利益 50,554
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【前第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 1,391,659

売上原価 1,253,822

売上総利益 137,837

販売費及び一般管理費 ※１
 119,425

営業利益 18,411

営業外収益

受取利息及び配当金 830

保険解約返戻金 86

年金掛金返戻金 112

その他 17

営業外収益合計 1,046

営業外費用

支払利息 27,093

その他 3,123

営業外費用合計 30,217

経常損失（△） △10,758

税引前四半期純損失（△） △10,758

法人税、住民税及び事業税 △4,501

法人税等合計 △4,501

四半期純損失（△） △6,257
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【当第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 197,282

減価償却費 2,166

引当金の増減額（△は減少） 14,178

受取利息及び受取配当金 △134

支払利息 31,276

売上債権の増減額（△は増加） 1,836

仕入債務の増減額（△は減少） 23,368

たな卸資産の増減額（△は増加） 381,455

その他 △31,672

小計 619,758

利息及び配当金の受取額 134

利息の支払額 △31,230

法人税等の支払額 △123

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,538

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 △700

無形固定資産の取得による支出 △700

供託金の返還による収入 15,000

その他 896

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,496

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 1,614,000

短期借入金の返済による支出 △1,129,500

長期借入れによる収入 25,000

長期借入金の返済による支出 △743,456

社債の発行による収入 97,240

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △17,152

ストックオプションの行使による収入 19,572

配当金の支払額 △16,572

その他 △662

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 421,503

現金及び現金同等物の期首残高 700,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,122,363
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【前第２四半期累計期間】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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 72,005

減価償却費 2,880

引当金の増減額（△は減少） 2,091

受取利息及び受取配当金 △831

支払利息 57,408

固定資産除却損 123

売上債権の増減額（△は増加） 3,054

仕入債務の増減額（△は減少） 18,457

たな卸資産の増減額（△は増加） 933,574

その他 △84,120

小計 1,004,643

利息及び配当金の受取額 831

利息の支払額 △44,758

法人税等の支払額 △106,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 854,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

その他 700

投資活動によるキャッシュ・フロー 700

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 1,869,000

短期借入金の返済による支出 △2,566,900

長期借入れによる収入 440,000

長期借入金の返済による支出 △746,541

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △8,347

配当金の支払額 △17,177

その他 △9,903

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,069,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △214,870

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 ※
 838,663
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期連結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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

　　株式会社エー・ディー・エステート

 

　株式会社エー・ディー・エステートにつきまして

は、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。

 

(2) 非連結子会社の名称等

ニューブリッジ有限責任中間法人、

　合同会社エヌ・ビー・ワン

 

（非連結子会社について連結の範囲から除いた理

由）

　上記非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の

総資産、売上高、四半期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金等（持分に見合う額）は、いずれも四半

期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除外しております。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結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、連結会計年

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。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１　税金費用の計算

当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

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。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　27,620千円

 

※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 3,134,174千円

仕掛販売用不動産 52,429 〃　　　

　　合計 3,186,604千円

 

※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923,150千円）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。

 

 

（注）第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度末は記載しておりませ

ん。なお、前連結会計年度末に代え、提出会社の前事業年度末を以下に記載しております。
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前事業年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　25,894千円

 

※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

現金及び預金 100,000千円

販売用不動産 3,345,793 〃

仕掛販売用不動産 245,416 〃

　　合計 3,691,209千円

 

※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962,450千円）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。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員賞与引当金繰入額   10,000千円

賞与引当金繰入額　　   14,257 〃

（注）第１四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結累計期間は記載してお

りません。なお、前第２四半期連結累計期間に代え、提出会社の前第２四半期累計期間を以下に記載しております。

　

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

賞与引当金繰入額  15,351千円

販売仲介手数料    62,830 〃

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

役員賞与引当金繰入額  10,000千円

賞与引当金繰入額       6,472 〃

販売仲介手数料        29,345 〃

（注）第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結会計期間は記載してお

りません。なお、前第２四半期連結会計期間に代え、提出会社の前第２四半期会計期間を以下に記載しております。

　

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

賞与引当金繰入額   8,283千円

販売仲介手数料    34,665 〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期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９月30日現在）

現金及び預金 1,122,363千円

現金及び現金同等物 1,122,363千円
　
（注）第１四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結累計期間は記載してお

りません。なお、前第２四半期連結累計期間に代え、提出会社の前第２四半期累計期間を以下に記載しております。

　

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
 至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高

と当第２四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９月30日現在）

現金及び預金 838,663千円

現金及び現金同等物 838,663千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21年９月30日)

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 35,230

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,084

　

３  新株予約権等に関する事項

新株予約権の当第２四半期連結会計期間末残高

　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）　4,078千円

　　　(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21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 16,804 500平成21年３月31日 平成21年６月29日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結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連結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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　

不動産鑑定
・コンサル
ティング事
業
(千円)

不動産マネ
ジメント事
業
(千円)

収益不動産
事業
(千円)

居住用不動
産事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全
社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売
上高

5,098109,7681,366,8042,1851,483,857 ― 1,483,857

(2) セグメント間の内　
部売上高又は振替高

8,911 ― △8,311 8,457 9,057(9,057) ―

計 14,009109,7681,358,49310,6421,492,914(9,057)1,483,857

営業利益又は営業損失
（△）

3,856 54,435134,742△1,330191,703(84,999)106,703

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 不動産鑑定・コンサルティング事業 …… 不動産鑑定評価、デューデリジェンス、調査、コンサルティング

(2) 不動産マネジメント事業 ………………… プロパティマネジメント、ビルメンテナンス、自社保有収益不動

産賃料、アセットマネジメント、ファンド・サポート

(3) 収益不動産事業 …………………………… 収益不動産売買、収益不動産媒介

(4) 居住用不動産事業 ………………………… 居住用不動産売買、居住用不動産媒介、新築戸建分譲
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　

不動産鑑定
・コンサル
ティング事
業
(千円)

不動産マネ
ジメント事
業
(千円)

収益不動産
事業
(千円)

居住用不動
産事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全
社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する売
上高

11,708220,1232,215,49755,8202,503,150 ― 2,503,150

(2) セグメント間の内　
部売上高又は振替高

16,236 ― △15,436 8,457 9,257(9,257) ―

計 27,944220,1232,200,06164,2772,512,407(9,257)2,503,150

営業利益 7,592118,361251,606 148 377,707(149,711)227,996

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な製品

(1) 不動産鑑定・コンサルティング事業 …… 不動産鑑定評価、デューデリジェンス、調査、コンサルティング

(2) 不動産マネジメント事業 ………………… プロパティマネジメント、ビルメンテナンス、自社保有収益不動

産賃料、アセットマネジメント、ファンド・サポート

(3) 収益不動産事業 …………………………… 収益不動産売買、収益不動産媒介

(4) 居住用不動産事業 ………………………… 居住用不動産売買、居住用不動産媒介、新築戸建分譲

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結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)

当社グループ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。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

１．費用計上額及び科目名

四半期連結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。

　

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

　 　

　 50,206.02円
　

（注）第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度末は記載しておりませ

ん。なお、前連結会計年度末に代え、提出会社の前事業年度末を以下に記載しております。

　

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 48,366.82円
　

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成21年９月30日)

純資産の部の合計額(千円) 1,718,414

普通株式に係る純資産額(千円) 1,714,335

差額の主な内訳(千円) 　

　新株予約権 4,078

普通株式の発行済株式数(株) 35,230

普通株式の自己株式数(株) 1,084

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

34,146

　

項目
前事業年度末

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,628,094

普通株式に係る純資産額(千円) 1,625,560

差額の主な内訳(千円) 　

　新株予約権 2,534

普通株式の発行済株式数(株) 35,230

普通株式の自己株式数(株) 1,621

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

33,609
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２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3,144.26円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

3,070.82円
　

（注）第１四半期連結累計期間から連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結累計期間は記載しておりませ

ん。なお、前第２四半期連結累計期間に代え、提出会社の前第２四半期累計期間を以下に記載しております。

　

前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1,187.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

1,146.77円
　

　

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

　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 　

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 105,053

普通株式に係る四半期純利益(千円) 105,053

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 33,411

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) 799.08

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金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前連結会計年度末から
重要な変動がある場合の概要

―
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項目
前第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 　

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 41,725

普通株式に係る四半期純利益(千円) 41,725

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 35,132

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) 1,253.18

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金額の算定に含まれな
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

―
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1,504.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

1,470.01円
　

（注）第１四半期連結会計期間から連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結会計期間は記載しておりませ

ん。なお、前第２四半期連結会計期間に代え、提出会社の前第２四半期会計期間を以下に記載しております。

　

前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △178.57円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
は、１株当たり四半期純損失金額が計上されているため
記載しておりません。

　

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の

基礎

　

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 50,554

普通株式に係る四半期純利益(千円) 50,554

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 33,606

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) 784.34

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金額の算定に含まれな
かった潜在株式について前連結会計年度末から
重要な変動がある場合の概要

―
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項目
前第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 　

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △6,257

普通株式に係る四半期純損失(千円) △6,257

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 35,039

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) ―

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金額の算定に含まれな
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

―
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(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当社は、平成21年８月31日開催の取締役会において、株式流動性を高めることを目的に株式分割を行う旨の決議

をしております。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

１  平成21年10月１日付をもって平成21年９月30日最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数を１株に

付き２株の割合をもって分割する。

２  分割により増加する株式数    普通株式35,230株

 

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(１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとお

りであります。

 

１株当たり純資産額

 
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 25,103.01円
　

　 　

　 24,183.41円
　

(注) 第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表の作成を始めたため、前連結会計年度末は記載しておりませ

ん。なお、前連結会計年度末に代え、提出会社の前事業年度末を記載しております。

 

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

 

第２四半期連結累計期間

 

前第２四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 593.80円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額

573.35〃
　

１株当たり四半期純利益金額 1,572.25円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額

1,535.52〃
　

(注) 第１四半期連結累計期間から連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結累計期間は記載しておりま

せん。なお、前第２四半期連結累計期間に代え、提出会社の前第２四半期累計期間を記載しております。

 

第２四半期連結会計期間

 

前第２四半期会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △89.29円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失金額が計上されている
ため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 752.19円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利
益金額

735.04〃

　

(注) 第１四半期連結会計期間から連結財務諸表の作成を始めたため、前第２四半期連結会計期間は記載しておりま

せん。なお、前第２四半期連結会計期間に代え、提出会社の前第２四半期会計期間を記載しております。
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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11月７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２四半期

会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平

成20年９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９月30日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２

四半期累計期間のキャッシュ・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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月11日

株式会社エー・ディー・ワークス

取締役会  御中

　

有限監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    望　　月　　明　　美    印

　

指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連

結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日

から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エー・ディー・ワークス及び連結子

会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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  四半期連結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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