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１　四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

①　会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 ：有

②　連結及び持分法の適用範囲の異動の状況　　　　　　　　　　　　　　　　：有

③　公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　　　　　　　　　　　：無

２　平成18年８月期第１四半期の財務・業績概況（平成17年９月１日～平成17年11月30日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期第１四半期 1,408 － 152 － 74 － 46 －

17年８月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）17年８月期 3,301 165.5 682 139.6 536 93.3 272 52.8

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年８月期第１四半期 784 86 732 29

17年８月期第１四半期 － － － －

（参考）17年８月期 24,997 77 23,182 35

　（注）①　持分法投資損益　18年８月期第１四半期　－百万円　17年８月期第１四半期　－百万円

17年８月期　－百万円

②　期中平均株式数（連結）　18年８月期第１四半期　59,300株　17年８月期第１四半期　－株

17年８月期　10,914株

③　会計処理の方法の変更　有

　　　　④　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期については記

　　　　　　載しておりません。

⑤　当社は平成17年10月20日付で、１株につき５株の割合を持って株式分割を行いました。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期（平成17年９月１日～平成17年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移し業況感も改

善を続ける中、設備投資は引き続き増加しております。雇用と賃金の改善を反映して雇用者所得は緩やかな増加を続けて

おり、そのもとで個人消費は堅調に推移しております。

　また、平成17年10月に都道府県庁所在地の基準宅地路線価が発表され、評価額の上昇が７都道府県に拡大し、地価の上

昇が全国的な広がりをみせております。大都市圏を中心に不動産市況は引き続き活発であり、J-REITの上場本数が28本に

まで拡大しております。

　このような中、当社グループは主力事業である不動産投資ファンドを、中小型賃貸マンションからオフィスビル、商業

ビルへと対象物件を多様化し、地方都市へと対象地域を広げることにより、ファンドの資産規模を拡大させることを目標

に掲げてまいりました。この結果、当第１四半期の売上高は1,408百万円、営業利益152百万円、経常利益74百万円、四半

期純利益は46百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

（不動産投資ファンド事業）

　当第１四半期におきましては、主力商品である住居用不動産投資ファンド「レジデンシャル－ＯＮＥシリーズ」（愛称）

で新規に３本のファンドを組成しました。また、新たに機関投資家向けの不動産投資ファンドの組成に注力しました。そ

の結果、売上高は222百万円、営業利益は51百万円となりました。
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（不動産コンサルティングサービス事業）

　引き続きファンド向け物件の組込みによりコンサルティングフィーを計上しております。一方、新たに組成する不動産

投資ファンド向けにアクイジション担当者を増員し、物件の調達力向上を推し進めました。その結果、売上高は257百万円、

営業利益は18百万円となりました。

（不動産投資事業）

　当第１四半期におきましては、13物件の取得を行い３物件の売却を行いました。取得した物件により賃料収入が大幅に

増加しました。その結果、売上高は929百万円、営業利益は76百万円となりました。

　また、平成17年10月11日付で、ホスピタリティビジネスへの参入を目的とした純粋持株会社、株式会社ホテルシステム

ズを当社100％出資の子会社として設立いたしました。

(2）財政状態（連結）の変動状況

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月期第１四半期 12,761 1,668 13.1 28,143 40

17年８月期第１四半期 － － －  －

（参考）17年８月期 6,186 1,615 26.1 136,184 85

　（注）①　期末発行済株式数（連結）　18年８月期第１四半期　59,300株　17年８月期第１四半期　－株

17年８月期　11,860株

　　　　②　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期については記

　　　　　　載しておりませ ん。

③　当社は平成17年10月20日付で、１株につき５株の割合を持って株式分割を行いました。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ6,574百万円増加し、12,761百万円となりました。これ

は主に現金及び預金、販売用不動産を中心として流動資産が6,044百万円、投資その他の資産が502百万円それぞれ増加し

たことによるものであります。

　負債は前連結会計年度末に比べ6,520百万円増加し、11,089百万円となりました。これは主に短期借入金が6,720百万円

増加したことによるものであります。

　株主資本は前連結会計年度末と比べ53百万円増加し、1,668百万円となりました。これは主に四半期利益剰余金が46百万

円、為替換算調整勘定７百万円それぞれ増加したことによるものであります。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

現金及び現金同等物期末残
高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年８月期第１四半期 △5,524 △506 6,371 614

17年８月期第１四半期 － － － －

（参考）17年８月期 △1,855 △1,238 3,088 277

［キャッシュ・フローの状況］

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、長期借入金の返済及び投資有価証券

の取得による支出、販売用不動産の増加などの要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が78百万円になったこと

に加え、金融機関からの借入れによる資金調達を行ったことにより、当四半期連結会計期間末には614百万円となりました。

　当四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果使用した資金は，5,524百万円となりました。これは主に販売用不動産の増加及び法人税等の支払による

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用された資金は、506百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出によるものであ

ります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、6,371百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額6,720百万円であったこと

によるものであります。

３　平成18年８月期の連結業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
１株当たり予想当期純
利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

中間間 4,500 260 130 2,192 24

通　期 8,000 700 350 5,902 19

［業績予想に関する定性的情報等］

　中間期の業績予想につきましては、売上高、利益ともに当初の予想（平成17年10月13日公表）を上回る見通しであり、

上記の通り業績予想を修正いたします。通期につきましては、現在下期の業績予想の取り纏め中であり、必要に応じて修

正を行ってまいります。

　なお、内容につきましては、本日付で「中間期業績予想の修正に関するお知らせ」により公表しております。

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記数値と異なる場合があります。

以上
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４　四半期連結財務諸表等

(1）四半期連結貸借対照表

 
当第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（平成17年８月31日）

区分 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  614,931   277,090  

２．営業未収金  227,507   367,278  

３．販売用不動産  9,095,544   3,687,550  

４．その他たな卸資産  26,099   19,140  

５．仮払金  150,223   113  

６．短期貸付金  5,000   38,000  

７．立替金  29,156   8,957  

８．繰延税金資産  53,765   53,765  

９．その他  424,069   136,917  

貸倒引当金  △1,655   △8,517  

流動資産合計  10,624,642 83.3  4,580,297 74.0

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物及び構築物 474,040   465,829   

減価償却累計額 17,082 456,957  6,348 459,480  

(2）車両運搬具 27,113   10,425   

減価償却累計額 2,548 24,565  1,997 8,427  

(3）その他 92,895   86,613   

減価償却累計額 12,295 80,600  10,547 76,066  

有形固定資産合計  562,123 4.4  543,974 8.8

２．無形固定資産       

(1) 連結調整勘定  38,114   50,819  

(2）その他  201,548   179,536  

無形固定資産合計  239,663 1.8  230,355 3.7
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当第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券  1,129,645   652,291  

(2）差入保証金  112,414   111,067  

(3）繰延税金資産  2,740   2,740  

(4）その他  89,783   65,578  

投資その他の資産合計  1,334,584 10.5  831,678 13.5

固定資産合計  2,136,370 16.7  1,606,009 25.9

資産合計  12,761,013 100.0  6,186,306 100.0

       

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．営業未払金  138,808   115,458  

２．短期借入金  9,677,000   2,956,500  

３．１年以内返済予定の長期借入金  498,632   709,628  

４．未払法人税等  38,455   231,929  

５．預り金  39,675   20,310  

６. 繰延税金負債  281   281  

７．その他  87,966   136,732  

流動負債合計  10,480,819 82.1  4,170,840 67.5

－ 5 －



 
当第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金  67,920   204,917  

２．預り保証金  441,939   88,449  

３．出資預り金  86,115   89,145  

４．その他  12,314   14,802  

固定負債合計  608,289 4.8  397,314 6.4

負債合計  11,089,109 86.9  4,568,154 73.9

       

（少数株主持分）       
       
 　 少数株主持分  3,000 0.0  3,000 0.0
       

（資本の部）       

Ⅰ　資本金  683,900 5.4  683,900 11.1

Ⅱ　資本剰余金  575,400 4.5  575,400 9.3

Ⅲ　利益剰余金  401,586 3.2  355,044 5.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額金  807 0.0  807 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘定  7,209 0.0  － －

資本合計  1,668,903 13.1  1,615,152 26.1

負債、少数株主持分及び資本合計  12,761,013 100.0  6,186,306 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の要約連結損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,408,876 100.0  3,301,257 100.0

Ⅱ　売上原価  896,043 63.6  1,675,476 50.8

売上総利益  512,832 36.4  1,625,781 49.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  360,689 25.6  942,976 28.6

営業利益  152,142 10.8  682,804 20.6

Ⅳ　営業外収益       

１．受取利息 69   233   

２．受取配当金 －   87   

３．匿名組合投資利益 6,255   5,753   

４．その他 3,740 10,065 0.7 9,078 15,153 0.5

Ⅴ　営業外費用       

１．支払利息 56,230   70,069   

２．融資手数料 30,026   50,812   

３．新株発行費 －   5,791   

４．株式公開費用 －   30,127   

５．株式分割費用 893   －   

６．その他 924 88,074 6.3 4,879 161,680 4.9

経常利益  74,132 5.2  536,276 16.2
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の要約連結損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別損失       

１．投資有価証券評価損 － － － 6,249 6,249 0.1

匿名組合損益分配前税金等調整
前四半期（当期）純利益

 74,132 5.3  530,026 16.1

匿名組合損益分配額  △4,679 △0.3  △21,474 △0.6

税金等調整前四半期（当期）純
利益

 78,812 5.6  551,501 16.7

法人税、住民税及び事業税 32,270   291,387   

法人税等調整額 － 32,270 2.3 △12,720 278,666 8.4

四半期（当期）純利益  46,542 3.3  272,834 8.3
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(3）四半期連結剰余金計算書

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の連結剰余金計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）     

Ⅰ　資本剰余金期首残高  575,400  151,500

Ⅱ　資本剰余金増加高     

増資による新株の発行 － － 423,900 423,900

Ⅲ　資本剰余金四半期期末（期末）残
高

 575,400  575,400

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  355,044  82,209

Ⅱ　利益剰余金増加高     

四半期（当期）純利益 46,542 46,542 272,834 272,834

Ⅲ　利益剰余金四半期期末（期末）残
高

 401,586  355,044
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期（当期）純利益 78,812 551,501

減価償却費 15,033 13,275

連結調整勘定償却額 12,704 50,819

貸倒引当金の増減額(減少△) △6,861 7,994

受取利息及び受取配当金 △69 △321

匿名組合投資利益 △6,255 △5,753

支払利息 56,230 70,069

投資有価証券評価損 － 6,249

匿名組合損益分配額 △4,679 △21,474

営業未収金の増減額（増加△） 140,397 △267,148

販売用不動産の増減額（増加△） △5,407,993 △2,013,179

その他たな卸資産の増減額（増加△） △6,890 △2,786

営業未払金の増減額(減少△) 22,778 54,910

未払消費税等の増減額(減少△) △32,995 25,068

その他 △91,446 △52,270

小計 △5,231,234 △1,583,044

利息及び配当金の受取額 69 321

利息の支払額 △72,611 △68,219

法人税等の支払額 △221,048 △204,927

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,524,826 △1,855,870
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 △40,608 △31,441

投資有価証券の取得による支出 △849,387 △946,000

投資有価証券売却による収入 371,116 402,110

貸付による支出 － △130,426

貸付金の回収による収入 33,000 2,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式・出
資金の取得による支出

－ △477,818

その他 △20,244 △57,644

投資活動によるキャッシュ・フロー △506,123 △1,238,720

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 6,720,500 2,764,500

長期借入れによる収入 100,000 302,000

長期借入金の返済による支出 △447,996 △716,518

株式の発行による収入 － 739,008

その他 △893 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,371,610 3,088,990

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,820 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少額△） 337,840 △5,599

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 277,090 282,690

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期期末（期末）
残高

614,931 277,090
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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

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　７社

連結子会社の名称

㈱不動産計画評価研究所

㈱資産管理研究所 

㈱レイコフ投資顧問 

 　　　㈱レイコフインベストメント

  　　 ㈱ホテルシステムズ

 　　　ロタ・リゾート㈲

       SNM CORPORATION

 　　　上記のうち、平成17年10月11日設立

　　 の㈱ホテルシステムズについては、当

     第１四半期において新たに連結の範囲

     に含めております。

(1）連結子会社の数　６社

    連結子会社の名称

      ㈱不動産計画評価研究所

      ㈱資産管理研究所

      ㈱レイコフ投資顧問

　    ㈱レイコフインベストメント

      ロタ・リゾート㈲

      SNM CORPORATION

　　　上記のうち、ロタ・リゾート㈲と

　　SNM CORPORATIONについては、当連結

　　会計年度において新たに実質的支配

　　権を取得したため連結の範囲に含め

　　ております。

 (2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲ 

(2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

 （連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は、小規模であり、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（持分に見

合う額）等は、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

結の範囲から除いております。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、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

から除いております。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法を適用していない非連結子会社

アール・シー・エフ㈲については、四半期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても四半期連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲から

除いております。

　持分法を適用していない非連結子会社

アール・シー・エフ㈲については、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲から除いて

おります。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

  ㈱不動産計画評価研究所、㈱資産管理研

究所、㈱レイコフ投資顧問、㈱レイコフイ

ンベストメント、㈱ホテルシステムズの四

半期の末日は四半期連結決算日と一致して

おります。なお、ロタ・リゾート㈲、SNM 

CORPORATIONの四半期決算日は９月30日で

あります。

　四半期連結財務諸表を作成するにあたっ

ては、ロタ・リゾート㈲、

SNM CORPORATIONについては同日現在の四

半期財務諸表を使用し、四半期連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

　 ㈱不動産計画評価研究所、㈱資産管理研

 究所、㈱レイコフ投資顧問、㈱レイコフイ

 ンベストメントの事業年度の末日は連結決

 算日と一致しております。なお、ロタ・リ

 ゾート㈲の決算日は６月30日、

 SNM CORPORATIONの決算日は12月31日であ

 ります。

   連結財務諸表を作成するにあたっては、

 ロタ・リゾート㈲については同日現在の財

 務諸表、SNM CORPORATIONについては６月

 30日現在の中間財務諸表を使用し、連結決

 算日との間に生じた重要な取引について

 は、連結上必要な調整を行っております。
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

  四半期決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直入

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。

イ　有価証券

（イ）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（評価差額は全部資本直入法によ

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。

   ただし、匿名組合出資金は個別　

 法によっており、詳細は「４(6)ロ

 匿名組合出資金の会計処理」に記

 載しております。

時価のないもの

　　　　　　　　 同左

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

　　　　　　　　 同左

 ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

  個別法による原価法を採用して

おります。

         なお、当社グループが組成する

       ファンドに組み入れることを目的

       として一時的に取得する以外のも 

       のについては減価償却を実施して

       おり、減価償却費を売上原価に計

       上しております。また、当該資産

       の主な耐用年数は17年～42年であ

       ります。

ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

　　　　個別法による原価法を採用して

　　　おります。

　　　　なお、当社グループが組成する

      ファンドに組み入れることを目的

      として一時的に取得する以外のも 

      のについては減価償却を実施して

      おり、減価償却費を売上原価に計

      上しております。また、当該資産

      の主な耐用年数は17年～35年であ

      ります。

 （ロ）その他たな卸資産

仕掛品

  個別法による原価法を採用してお

ります。

（ロ）その他たな卸資産

仕掛品

同左

 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用しておりま

す。

貯蔵品

　　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

  当社及び連結子会社は定率法を、また、

在外連結子会社は定額法を採用しており

ます。

  但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物附属設備は除く）は定額法を採

用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　　８～30年 

車両運搬具　　　　　　　３～10年

イ　有形固定資産

 　　当社及び連結子会社は定率法を、ま 

   た、在外連結子会社は定額法を採用し 

   ております。

　但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物附属設備は除く）は定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　　８～30年

車両運搬具　　　　　　　３～６年
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

 ロ　無形固定資産

  当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。

ロ　無形固定資産

　　　　　　　　 同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

  当社及び国内連結子会社は、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

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 ハ　ヘッジ方針

  金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

(6）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事

項

イ　消費税等の会計処理 

 　 消費税等の会計処理は税抜処理によ

  っており、控除対象外の消費税等につ

  いては、当四半期連結会計期間の費用　

　として処理しております。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

 　 匿名組合へ出資を行うに際して、匿

　名組合財産の持分相当額を投資有価証

　券に計上しております。

　　匿名組合が獲得した純損益の持分相

　当額については「匿名組合投資損益」

　に計上するとともに同額を「投資有価

　証券」に加減し、投資先の営業者から

　の出資金の払い戻しについては、「投

　資有価証券」を減額させております。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

　　当社の連結子会社であるロタ・リゾ

　ート㈲は匿名組合の営業者としての業

　務を受託しております。

　　匿名組合の財産は、営業者に帰属す　

　ることから、匿名組合の全ての財産及

　び損益は、四半期連結財務諸表に含

　め、総額にて表示しております。

　　匿名組合出資者からの出資金受け入

　れ時に「出資預り金」を計上し、匿名

　組合が獲得した純損益の出資者持分相

　当額については、税金等調整前四半期　

　純利益の直前の「匿名組合損益分配

　額」に計上するとともに同額を「出資

　預り金」に加減し、出資金の払い戻し

　については、「出資預り金」を減額さ

　せております。

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜処理によっ

ており、控除対象外の消費税等について

は、当連結会計年度の費用として処理し

ております。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

 　 匿名組合へ出資を行うに際して、匿

　名組合財産の持分相当額を投資有価証

　券に計上しております。

　　匿名組合が獲得した純損益の持分相

　当額については「匿名組合投資損益」

　に計上するとともに同額を「投資有価

　証券」に加減し、投資先の営業者から

　の出資金の払い戻しについては、「投

　資有価証券」を減額させております。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

　　当社の連結子会社であるロタ・リゾ

　ート㈲は匿名組合の営業者としての業

　務を受託しております。

　　匿名組合の財産は、営業者に帰属す

　ることから、匿名組合の全ての財産及

　び損益は、連結財務諸表に含め、総額

　にて表示しております。

　　匿名組合出資者からの出資金受け入

　れ時に「出資預り金」を計上し、匿名

　組合が獲得した純損益の出資者持分相

　当額については、税金等調整前当期純

　利益の直前の「匿名組合損益分配額」

　に計上するとともに同額を「出資預り　

　金」に加減し、出資金の払い戻しにつ

　いては、「出資預り金」を減額させて

　おります。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

   連結調整勘定の償却については、その

 効果の発現する期間を見積もり、その期間

 （２年）に渡って均等償却を行っておりま

 す。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

  四半期連結剰余金計算書は、連結会社の

利益処分について、四半期連結会計期間中

に確定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

８．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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  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の変更

　当第１四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

　　至　平成17年11月30日）

　前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

　（固定資産の減損に関わる会計基準）

    当四半期連結会計期間より、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。

　　これによる損益に与える影響はありません。

　――――――
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表示方法の変更

当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

──────  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 

 

   １．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

　　 券評価損」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

　　 表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

     分掲記しております。

       なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

　　「投資有価証券評価損」は321千円であります。

 

 

 　２．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

　　 券売却による収入」は、前連結会計年度は「その他」

     に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

     たため区分掲記しております。

       なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

　　「投資有価証券売却による収入」は4,331千円でありま

　　 す。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30日）

不動産投資ファ
ンド事業

（千円）

不動産コンサル
ティングサービ
ス事業（千円）

不動産投資事業
（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 222,231 257,017 929,626 1,408,876 － 1,408,876

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,180 6,156 － 9,336 (9,336) －

計 225,412 263,173 929,626 1,418,212 (9,336) 1,408,876

　　　営業費用 174,344 244,950 852,971 1,272,266 (15,533) 1,256,733

　　　営業利益 51,067 18,222 76,655 145,945 6,196 152,142

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業…アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業…鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業…不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入

前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

不動産投資ファ
ンド事業

（千円）

不動産コンサル
ティングサービ
ス事業（千円）

不動産投資事業
（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 745,157 1,260,692 1,295,406 3,301,257 － 3,301,257

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
16,020 24,387 － 40,407 (40,407) －

計 761,177 1,285,080 1,295,406 3,341,664 (40,407) 3,301,257

営業費用 441,928 949,380 1,290,025 2,681,334 (62,880) 2,618,453

営業利益 319,248 335,699 5,381 660,330 22,473 682,804

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業…アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業…鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業…不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入

２．所在地別セグメント情報

  当第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30日）

日本
（千円）

オセアニア
（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 1,355,323 53,553 1,408,876 － 1,408,876

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,180 － 3,180 (3,180) －

計 1,358,503 53,553 1,412,056 (3,180) 1,408,876

　　　営業費用 1,144,924 111,808 1,256,733 － 1,256,733

　　　営業利益 213,578 (58,255) 155,322 (3,180) 152,142

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　オセアニア……北マリアナ諸島連邦
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   　　 前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

日本
（千円）

オセアニア
（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 3,301,257 － 3,301,257 － 3,301,257

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,301,257 － 3,301,257 － 3,301,257

　　　営業費用 2,618,453 － 2,618,453 － 2,618,453

　　　営業利益 682,804 － 682,804 － 682,804

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　    ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

             オセアニア……北マリアナ諸島連邦

 

３．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）において、海外売上がないため該当事項はありま

せん。

　

　当第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30日）において、海外売上は、連結売上の

10％未満であるため、海外売上の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

　１株当たり純資産額 28,143.40円 

　１株当たり四半期純利益金額 784.86円 

　潜在株式調整後

　１株当たり四半期純利益金額

 

732.29円 

　１株当たり純資産額 136,184.85円 

　１株当たり当期純利益金額 24,997.77円 

　潜在株式調整後

　１株当たり当期純利益金額

 

23,182.35円 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 46,542 272,834

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与

金）
（－） （－）

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
46,542 272,834

期中平均株式数（株） 59,300.00 10,914.35

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額

四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 4,256.97 854.71

（うち新株予約権にかかる増加

数）
（4,256.97） （854.71） 

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（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

―――――― ――――――
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．新株予約権の発行

　平成17年12月16日開催の取締役会決議に基づき、第２回

新株予約権（第三者割当て）を発行いたしました。

 　　当該新株予約権の概要は以下のとおりであります。

   (1) 割当先

　　　 メリルリンチ日本証券株式会社

   (2) 新株予約権の払込期日及び発効日

　　　 平成18年１月10日

 　(3) 新株予約権の数

　　　 100個

   (4) 新株予約権の発行価額

　　　 １個当たり30,000円

   (5) 新株予約権の目的となる株式の種類

　　　 普通株式

 　(6) 新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額（以

　　　 下「行使価額」）

　　　 当初は、390,500円とします。平成18年１月17日以

　　 降は、新株予約権の行使請求の効力発生日の前日まで

     ３連続取引日の株式会社大阪証券取引所における当社

     普通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当する

     金額とします。但し、行使価額の下限は平成18年１月

　　 16日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式

　　 の普通取引の終値の50％に相当する金額とします。

   (7) 新株予約権の目的となる株式の数

　　　 10,000株　　 

   (8) 新株予約権の行使期間

　　　 平成18年１月17日から平成19年１月17日まで

   (9) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

　　　 うち資本に組入れる額

　　　 発行価額の50％

  (10) 新株予約権の譲渡制限

　　　 譲渡は当社取締役会の承認を要します。

  (11) 資金の使途

　　　 新たに組成する不動産投資ファンドの匿名組合出資

　　 金等に充当する予定であります。

  (12) コミットメント条項

　　　 割当先であるメリルリンチ日本証券株式会社との間

　　 で、本新株予約権の行使について以下の内容の契約を

     締結しております。

     ①  当社は、メリルリンチ日本証券株式会社に対して

       本新株予約権を行使する一定期間（20取引日）及び

       行使する本新株予約権の数を指定することができ

　　　 ます。

         なお、当該指定期間が経過した後でなければ新た

       な指定を行うことはできません。

     ②　メリルリンチ日本証券株式会社は本新株予約権の

       行使を希望する旨を申し入れることができるが、当

       社は自己の裁量により受諾又は拒絶することができ

       ます。

１．重要な株式分割

　当社は平成17年８月１日開催の取締役会の決議に基づ 

き、平成17年10月20日付で株式分割による新株式の発行

を行いました。

 　 当該株式分割の概要は以下のとおりであります。

 (1) 分割により増加する株式数

 　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　 47,440株

   (2) 分割方法

 　　　平成17年８月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿 

       に記載または記録された株主ならびに端株原簿に記

　　　 載または記録された葉株主の所有株式数を、１株に

　　　 つき５株の割合を持って分割します。

　 (3) 配当起算日

 　　　平成17年９月１日

 

     当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

   期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

   した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

   下のとおりとなります。

　 　なお、前連結会計年度における潜在株式調整後１株当

   たり当期純利益金額については、当社株式は非上場であ

   り、かつ店頭登録もしていなかったため、期中平均株価

   が把握できなかったので記載しておりません。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額

　　　　　　　11,934.20円

 １株当たり当期純利益金額

　　　　　　　 3,590.02円

 

 

 

 １株当たり純資産額

　　　　　　　27,236.97円

 １株当たり当期純利益金額

　　　　　　　 4,999.55円

 潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額

　　　　　　　 4,636.47円
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平成18年８月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年１月13日

上場会社名　株式会社レイコフ （コード番号：８９４１　大証ヘラクレス）

（ＵＲＬ　http://www.reicof.co.jp/　）  

代表者　　　代表取締役　　　　　　山本　誠  

問合せ先　　取締役経営管理本部長　尾川　英之 （ＴＥＬ：（０６）６２２６－０５８８）

１　四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

①　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 ：有

②　公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　　　　　　　　　　　：無

２　平成18年８月期第１四半期の財務・業績概況（平成17年９月１日～平成17年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期第１四半期 122 － 7 － 9 － 3 －

17年８月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）17年８月期 339 57.3 45 437.7 22 103.8 11 115.7

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

18年８月期第１四半期 62 36 58 18

17年８月期第１四半期 － － － －

（参考）17年８月期 1,033 91 958 82

　（注）①　期中平均株式数　18年８月期第１四半期　59,300株　17年８月期第１四半期　－株　17年８月期　10,914株

②　会計処理の方法の変更　有

　　　　③　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期については記

　　　　　　載しておりません。

④　当社は平成17年10月20日付で、１株につき５株の割合を持って株式分割を行いました。

(2）財政状態の変動状況

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月期第１四半期 11,345 1,307 11.5 22,056 68

17年８月期第１四半期 － － － － －

（参考）17年８月期 5,995 1,304 21.8 109,971 60

　（注）①　期末発行済株式数　18年８月期第１四半期　59,300株　17年８月期第１四半期　－株

17年８月期　11,860株

②　期末自己株式数　　18年８月期第１四半期　－株　17年８月期第１四半期　－株　17年８月期　－株

 　　　 ③　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期については記

　　　　　　載しておりません。

④　当社は平成17年10月20日付で、１株につき５株の割合を持って株式分割を行いました。

３　平成18年８月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
１株当たり予想当期純
利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

中間 250 15 8 134 91

通期 450 22 11 185 50
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　なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記数値と異なる場合があります。

以上
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４　四半期財務諸表等

(1）四半期貸借対照表

 
当第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日現在）

区分 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  45,961   79,818  

２．営業未収金  193,256   143,321  

３．貯蔵品  121   143  

４．前渡金  23,000   23,000  

５．前払費用  39,910   16,303  

６．繰延税金資産  3,869   3,869  

７．立替金  211,226   70,336  

８．短期貸付金  9,552,242   4,084,766  

９．その他  74,543   41,564  

貸倒引当金  △10,000   △4,300  

流動資産合計  10,134,132 89.3  4,458,824 74.4

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産       

 　  (1）建物 22,608   22,608   

減価償却累計額 5,047 17,560  4,348 18,259  

(2）車両運搬具 5,924   5,924   

減価償却累計額 2,310 3,614  1,997 3,927  

(3）工具器具備品 14,787   12,375   

減価償却累計額 3,777 11,010  2,908 9,466  

有形固定資産合計  32,184 0.3  31,654 0.5

２．無形固定資産       

(1）電話加入権  112   112  

(2）ソフトウェア  160   173  

無形固定資産合計  273 0.0  286 0.0
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当第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産       

(1）関係会社株式  363,208   353,208  

(2）出資金  500   500  

(3）関係会社長期貸付金  712,767   1,051,507  

(4）長期前払費用  1,856   1,247  

(5）繰延税金資産  446   446  

(6）差入保証金  77,570   73,766  

(7）その他  22,939   25,428  

貸倒引当金  △700   △1,100  

投資その他の資産合計  1,178,589 10.4  1,505,003 25.1

固定資産合計  1,211,047 10.7  1,536,944 25.6

資産合計  11,345,179 100.0  5,995,768 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日現在）

区分 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  8,756,000   2,806,500  

２．１年以内返済予定の長期借入金  493,640   704,636  

３．未払金  7,623   7,208  

４．未払費用  943   1,565  

５．未払法人税等  6,699   14,659  

６．未払消費税等  2,374   5,529  

７．預り金  698,202   941,431  

流動負債合計  9,965,484 87.9  4,481,531 74.7

 Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金  59,420   195,172  

２．その他  12,314   14,802  

固定負債合計  71,734 0.6  209,974 3.5

負債合計  10,037,218 88.5  4,691,505 78.2

       

（資本の部）       

Ⅰ　資本金  683,900 6.0  683,900 11.4

Ⅱ　資本剰余金       

資本準備金 604,108   604,108   

資本剰余金合計  604,108 5.3  604,108 10.1

Ⅲ　利益剰余金       

四半期（当期）未処分利益 19,952   16,254   

利益剰余金合計  19,952 0.2  16,254 0.3

資本合計  1,307,961 11.5  1,304,263 21.8

負債及び資本合計  11,345,179 100.0  5,995,768 100.0
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(2）四半期損益計算書

 
当第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益       

経営管理収入 122,070 122,070 100.0 339,720 339,720 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費       

１．役員報酬 12,075   41,230   

２．給料手当 16,885   46,265   

３．法定福利費 2,614   6,502   

４．福利厚生費 2,816   8,882   

５．交際費 441   2,492   

６．水道光熱費 1,668   4,656   

７．支払手数料 26,389   48,611   

８．寄付金 －   1,500   

９．リース料 1,535   5,873   

10．賃借料 20,795   56,995   

11．事務用品費 3,355   12,300   

12．減価償却費 1,894   5,743   

13．貸倒引当金繰入額 5,300   3,610   

14．その他 19,165 114,937 94.2 49,634 294,297 86.6

営業利益  7,132 5.8  45,422 13.4

Ⅲ　営業外収益       

１．受取利息 57,377   81,713   

２．その他 230 57,607 47.2 565 82,278 24.2

Ⅳ　営業外費用       

１．支払利息 54,406   64,204   

２．新株発行費 893   5,791   

３．株式公開費用 －   30,127   

４．その他 43 55,342 45.3 5,104 105,228 31.0

経常利益  9,397 7.7  22,473 6.6
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当第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

税引前四半期（当期）純利益  9,397 7.7  22,473 6.6

法人税、住民税及び事業税 5,700   14,400   

法人税等調整額 － 5,700 4.7 △3,211 11,188 3.3

四半期（当期）純利益  3,697 3.0  11,284 3.3

前期繰越利益  16,254   4,970  

前期繰越損失  －   －  

四半期（当期）未処分利益  19,952   16,254  
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

  定率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　　　　　　　　　８年～15年

車両運搬具　　　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　３年～15年

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

 

(2）無形固定資産

  定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

  支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）新株発行費

同左

６．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、一般債権については貸倒実績率に

 より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

 いては個別に回収可能性を検討し、回

 収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金

同左

７．リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・同左

ヘッジ対象・・・同左

 (3）ヘッジ方針

  金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

９．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

イ　消費税等の会計処理

  　税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左
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　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　当第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日

　　至　平成17年11月30日）

　前事業年度

（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

　（固定資産の減損に関わる会計基準）

    当四半期会計期間より、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。

　　これによる損益に与える影響はありません。

　――――――
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

　１株当たり純資産額 22,056.68円 

　１株当たり四半期純利益金額 62.36円 

　潜在株式調整後

　１株当たり四半期純利益金額

 

58.18円 

　１株当たり純資産額 109,971.60円 

　１株当たり当期純利益金額 1,033.91円 

　潜在株式調整後

　１株当たり当期純利益金額

 

958.82円 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

当第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 3,697 11,284

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与

金）
（－） （－）

普通株式に係る四半期（当期）純利

益（千円）
3,697 11,284

期中平均株式数（株） 59,300.00 10,914.35

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額

四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 4,256.97 854.71

（うち新株予約権にかかる増加

数）
（4,256.97） （854.71） 

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（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概

要

―――――― ――――――

 

 

 

－ 31 －



（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

１．新株予約権の発行

　平成17年12月16日開催の取締役会決議に基づき、第２

回新株予約権（第三者割当）を発行いたしました。

 　  当該新株予約権の概要は以下のとおりであります。

   (1) 割当先

　　　 メリルリンチ日本証券株式会社

   (2) 新株予約権の払込期日及び発効日

　　　 平成18年１月10日

 　(3) 新株予約権の数

　　　 100個

   (4) 新株予約権の発行価額

　　　 １個当たり30,000円

   (5) 新株予約権の目的となる株式の種類

　　　 普通株式

 　(6) 新株予約権の行使時の１株当たりの払込金額（以

　　　 下「行使価額」）

　　　 当初は、390,500円とします。平成18年１月17日以

　　 降は、新株予約権の行使請求の効力発生日の前日まで

     ３連続取引日の株式会社大阪証券取引所における当社

     普通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当する

     金額とします。但し、行使価額の下限は平成18年１月

     16日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式

     の普通取引の終値の50％に相当する金額とします。

   (7) 新株予約権の目的となる株式の数

　　　 10,000株　　 

   (8) 新株予約権の行使期間

　　　 平成18年１月17日から平成19年１月17日まで

   (9) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の

　　　 うち資本に組入れる額

　　　 発行価額の50％

  (10) 新株予約権の譲渡制限

　　　 譲渡は当社取締役会の承認を要します。

  (11) 資金の使途

　　　 新たに組成する不動産投資ファンドの匿名組合出資

　　 金等に充当する予定であります。

  (12) コミットメント条項

　　　 割当先であるメリルリンチ日本証券株式会社との間

　　 で、本新株予約権の行使について以下の内容の契約を

     締結しております。

     ①  当社は、メリルリンチ日本証券株式会社に対して

       本新株予約権を行使する一定期間（20取引日）及び

       行使する本新株予約権の数を指定することができ

　　　 ます。

         なお、当該指定期間が経過した後でなければ新た

　　　 な指定を行うことはできません。

     ②　メリルリンチ日本証券株式会社は本新株予約権の

       行使を希望する旨を申し入れることができるが、当

       社は自己の裁量により受諾又は拒絶することができ

       ます。

１．重要な株式分割

  当社は平成17年８月１日開催の取締役会の決議に基づ 

き、平成17年10月20日付で株式分割による新株式の発行

を行いました。

 　  当該株式分割の概要は以下のとおりであります。

   (1) 分割により増加する株式数

 　　  普通株式　　　　　　　　　　　　　　 47,440株

   (2) 分割方法

 　    平成17年８月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

       に記載又は記録された株主ならびに端株原簿に記載

       または記録された端株主の所有株式数を、１株につ

　　　 き５株の割合を持って分割します。

   (3) 配当起算日

 　    平成17年９月１日

 

 　  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

   期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

   した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

   下のとおりとなります。

　　 なお、前連結会計年度における潜在株式調整後１株当

   たり当期純利益金額については、当社株式は非上場であ

   り、かつ店頭登録もしていなかったため、期中平均株価

   が把握できなかったので記載しておりません。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額

　　　　　　　10,963.57円

 １株当たり当期純利益金額

　　　　　　　   105.23円

 

 

 

 １株当たり純資産額

　　　　　　　21,994.32円

 １株当たり当期純利益金額

　　　　　　　   206.78円

 潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額

　　　　　　　   191.76円 
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