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１．平成18年２月中間期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月中間期 7,703 490.2 591 253.8 368 181.4

17年２月中間期 1,305 － 167 － 130 －

(参考)17年８月期 3,301  682  536  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年２月中間期 173 197.6 2,898 69 2,682 71

17年２月中間期 58 － 5,586 80 － －

(参考)17年８月期 272  24,997 77 23,182 35

（注）①持分法投資損益 18年２月中間期 －百万円 17年２月中間期 －百万円 17年８月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年２月中間期 59,834株 17年２月中間期 10,430株 17年８月期 10,914株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤当社は平成17年８月期中間期から中間連結財務諸表を作成しているため、前年中間期の対前中間期増減率は記載
　しておりません。また、当社は平成17年５月24日付で大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラク
　レス」市場に上場しているため、前年中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については記載しておりま
　せん。 
⑥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。また、平成18年１月10日
　付で、第２回新株予約権(第三者割当て)を100個(１個100株)発行いたしました。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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２月中間期 14,741 3,070 20.9 48,822 05

17年２月中間期 3,325 934 28.1 86,354 93

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

（注）期末発行済株式数（連結） 18年２月中間期 62,900株 17年２月中間期 10,820株 17年８月期 11,860株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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２月中間期 △6,538 △1,197 8,154 699

17年２月中間期 △662 △248 868 240

(参考)17年８月期 △1,855 △1,238 3,088 277

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ４社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社
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２．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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 12,000 700 350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　5,564円38銭

※　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、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、純粋持株会社である当社のもとに主たる連結子会社５社（株式会社不動産計画評価研究所、株式会

社資産管理研究所、株式会社レイコフ投資顧問、株式会社レイコフインベストメント及び株式会社ホテルシステムズ）

及びその他連結子会社により構成されており、不動産鑑定・調査、不動産媒介、不動産コンサルティング、不動産投資

ファンドの組成・運営、不動産取得・売却及び不動産管理を主たる業務としております。前期末と比べ連結子会社が４

社増加しておりますが、これは、新たにホスピタリティビジネスへ参入するため、株式会社ホテルシステムズを筆頭に、

ホテル、ゴルフ場等の取得、売却、運営等を目的とした連結子会社を設立したことによります。

　当社グループの事業は、(1)不動産投資ファンド事業　(2)不動産コンサルティングサービス事業　(3)不動産投資事業

の３つの事業から構成され、その事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　当社の企業集団における事業の主な内容は次のとおりであります。

 (1) 不動産投資ファンド事業

　当社グループは、不動産投資ファンドを企画・組成し、投資家に提供しております。その後、物件の組み入れ、資

産の管理・運用などを行います。当該事業は、株式会社レイコフ投資顧問が行っております。

　当社グループの行う不動産投資ファンド事業とは、低金利下の環境において投資家の強い資産運用ニーズを捉え、

各々の投資家のニーズに沿った投資スキームを構築し、投資家に最適な不動産を中心とする資産運用商品の提供を行っ

ております。当社グループは、組成した不動産投資ファンドから運用の委託を受け、不動産鑑定・デューデリジェン

スの専門家として培った経験と実績を活かし、不動産にかかわるリスクの軽減と同時に、収益の極大化を図り、投資

家の運用ニーズに応えることをファンド運営の基本方針としております。

(2) 不動産コンサルティングサービス事業

　当社グループは、不動産の鑑定・調査、デューデリジェンス、不動産及び信託受益権の媒介業務、不動産に関する

コンサルティング、建物に関する管理業務などを行っております。当該事業は、株式会社不動産計画評価研究所及び

株式会社資産管理研究所が行っております。

　当社グループの母体は株式会社不動産計画評価研究所にて行ってきた不動産の鑑定評価業務にあります。当社グルー

プは長年にわたる不動産鑑定、調査、媒介業務のほか、物件を管理するプロパティマネジメント業務、不動産コンサ

ルティング業務等の豊富な実務経験を有しており、不動産物件の情報収集に始まり、鑑定、売買取引、物件の管理に

至るまで様々な不動産ニーズに対してトータルに対応できる体制を敷いております。特に、権利関係が複雑に絡み合

う物件や適法性に問題のある物件を適格に調整、あるいは改善指導し不動産投資ファンドに必要となる信託受益権化

するためのコンサルティング業務においては、不動産投資ファンド事業とも有効な連携をとりつつシナジー効果を高

めております。

(3) 不動産投資事業

　当社グループは、不動産ビジネスにおいて、仲介業者、金融機関、事業法人、管財人等の様々なクライアントから

多種多様な依頼を受けております。このような情報を活用して、何等かの事情により本来の市場価格より過小に評価

された物件を取得し、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入替え、大規模修繕等を実施し物件のバリューを

改善した上で、自社運用もしくは売却する事業を行っております。当該事業は、株式会社レイコフインベストメント

が行っております。

　また、ファンドでの取り扱い物件の多様化を図るため、将来のファンドへの売却を前提として、ホテル・ゴルフ場

等の取得・運営も手掛けております。当該事業は、株式会社ホテルシステムズが行っております。

　主たる子会社の業務の内容は次のとおりであります。

(1) 株式会社不動産計画評価研究所

　不動産鑑定士、一級建築士を擁し、不動産の公的鑑定・評価・調査業務に加え、ファンド向け物件のデューデリジェ

ンス業務を行っております。

(2) 株式会社資産管理研究所 

　物件情報の収集から不動産及び信託受益権の媒介業務、コンサルティング業務を行っております。権利関係や境界

の確定等、複雑に入り組む不動産のコンサルティング業務も多く手がけております。 

(3) 株式会社レイコフ投資顧問 

　集団投資スキームの組成・企画、資産の管理運営に関するコンサルティング業務、投資顧問業務及びプロパティマ

ネジメント業務を行っております。 
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(4) 株式会社レイコフインベストメント 

　不動産の取得・運営、売却業務、取得した物件のバリューアップに加え、ＳＰＣの設立出資も行っております。 

(5) 株式会社ホテルシステムズ

　ホテル・ゴルフ場等の取得・運営業務をおこなっております。

［事業系統図］ 

　　　 ㈱レイコフ

　㈱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㈲

　㈱ホテル１－２－３

SNM CORPORATION

　㈱ｻﾞ･ﾋﾟｰｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

　㈱ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ

不動産コンサルティングサービス事業 不動産投資ファンド事業

不 動 産 鑑 定 不 動 産 情 報 収 集 フ ァ ン ド の 企 画 不 動 産 の 取 得 ホテル、ゴルフ場の取得

不 動 産 調 査 不 動 産 媒 介 フ ァ ン ド の 組 成 不 動 産 の 運 営 ホテル、ゴルフ場の運営

デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス 不 動 産 の 管 理 フ ァ ン ド へ の 助 言 資 産 価 値 の 向 上 ホテル、ゴルフ場の管理

設 計 企 画 コ ン サ ル テ ィ ン グ フ ァ ン ド の 運 営 不 動 産 の 売 却 ホテル、ゴルフ場の売却

金融機関 不動産売主 個人投資家 不動産オーナー ホテル・ゴルフ場オーナー

自治体等 仲介業者 機関投資家 一般顧客 一般顧客

不動産投資事業

100%出資 100%出資 100%出資 100%出資

純粋持株会社
子会社株式の保有

各社の管理業務（総務、経理等）

100%出資
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２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

レイコフという社名は、Real Estate Investment Consulting Firmという言葉の頭文字を取って命名いたしました。

グループ各社が固有の専門性をコラボレートしシナジー効果を如何なく発揮して、お客様の利益を実現するタスクホー

スになる決意を込めています。証券化を利用した資本市場からの資金調達から投資運用のプロデュースまで、資産の有

効活用に関わるきめ細いサービスを提供できる我々専門ファームならではの質の高さは、必ずやお客様のご要望を満足

するものと思います。私たちは複雑多岐にわたる不動産投資ファンド事業を通じて日本経済を活性化させ、さらにグ

ローバルな視野で事業展開を行ってまいりたいと考えております。そして、グループの成長こそ、社会、株主様、お客

様、そして従業員の幸福へつながるものと確信しております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務基盤の強化及び競争力の確保を経営の重要課題のひとつと位置づけて

おります。当社グループは企業グループとして設立後間もなく、現在まさに成長過程にあるものと認識し、当面は計上

した収益を財務基盤の強化を図るための内部留保に厚く充当し、一層の業容拡大と経営基盤の整備を図ることが株主に

対する利益還元につながると考え、設立以来配当を実施しておりません。今後しばらくは経営基盤の拡充を目指し内部

留保の確保に重点を置く所存であります。その後、財務基盤の強化等が図られた時点で柔軟な利益還元策を検討して行

きたいと考えております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は、健全な株式市場の形成のためには、適切な投資単位を維持し、株式の流動性を高め、多くの投資家の皆様に

株式市場に参加いただく環境を整えることが、資本政策上の重要な課題であると認識しております。

　当社では、平成17年８月１日開催の取締役会決議において、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の所有株式数を１株につき５株の割合をもって分割しております。

　今後につきましても、株主構成の変化や株式の流動状況、業績の推移等を勘案しながら、それに伴う費用及び効果を

考慮の上、投資単位の引き下げを検討してまいりたいと考えております。

(4) 会社の対処すべき課題

現状の外部環境の下、当社グループの取り組む不動産証券化ビジネスは引き続き活発に推移することが予想されます。

平成13年に設立された当社及び当社グループは創業４年半を経過し、不動産証券化ビジネスを軸とする事業モデルが拡

大期に入ったと考えておりますが、いくつかの点で対処すべき課題があるものと認識し、その対処方針を以下のとおり

検討しております。 

①新規事業の立ち上げ 

当社グループは、不動産投資ファンド事業を主力事業として位置付け、レジデンシャルファンドを中心に順次新規

ファンドを組成し運用資産残高を順調に増加させてまいりました。今後は、競争力のあるレジデンシャルファンドを

更に拡大させるとともに、新たな不動産に特化した独自のファンドを組成するなどの新規事業に積極的に取り組んで

まいります。また、ホテル、ゴルフ場等を対象資産としたファンド組成を視野に、これらの運営ノウハウを自社で取

り入れていくことを念頭に関連会社を立ち上げております。これらの新規事業は、当社グループが培った経験や知識、

取引先との関係を基礎として展開されるものですが、事業として成果を得るまでには時間を要する可能性があり、競

合他社に遅れを取ることなく新規事業の進行を早めることが重要であると考えております。 

②特定の役職員への依存度 

当社グループは、株式会社レイコフを純粋持株会社とするグループ経営体制を敷いておりますが、現状では当社の

代表取締役である山本誠が最高経営責任者として各子会社の代表取締役も兼務しており、同氏は各子会社においても

重要な役割を担っております。このため当社グループでは同氏に過度に依存しないよう経営体制を整備するとともに、

各関連会社において人材の育成と強化を図っております。
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③不動産投資事業が当社経営へ与える影響 

不動産投資事業では、自己勘定により不動産物件を購入いたします。当社グループでは当該不動産投資事業は、原

則として株式会社レイコフインベストメントにて行っております。これら物件の取得に当たっては、金融機関などか

らの融資を利用しており、不動産の取得に合わせて有利子負債残高が増減いたします。また今後、これら当社グルー

プにおいて自己勘定にて取得・保有する不動産物件を主体とする不動産投資事業は、地価動向、金利動向及び経済全

体の動向が変化した場合、当該不動産物件の収益性が低下し、当社グループの財政状態や経営状況に影響を与える可

能性がありますので、取得する物件と当該資産規模については鋭意注意を払うべきであると認識しております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

①今後の事業展開 

当社グループは、これまで不動産の鑑定評価や調査、不動産売買に関する仲介等の不動産コンサルティングサービ

ス事業を中心に成長してまいりました。当該事業には株式会社不動産計画評価研究所と株式会社資産管理研究所が取

り組んでおります。株式会社レイコフのもとで子会社を再編しました平成13年以降は、不動産投資ファンドを軸とす

る証券化ビジネスに事業の方向を移してまいりました。特に、平成15年からは不動産ファンドの組成に注力し、レジ

デンシャルファンドを中心に順次新規ファンドを組成し運用資産残高を順調に増加させてまいりました。

　セグメント別に今後の事業方針を記載します。 

・不動産投資ファンド事業：当社の主力商品であるレジデンシャルファンドを更に拡大させます。また、ファンドの

対象となる不動産の種類と地域を積極的に多様化し、ファンド資産の拡大に取り組んでまいります。

・不動産コンサルティングサービス事業：ファンド向け物件のコンサルティング業務を拡大して行きます。また、従

来からの鑑定業務の経験を活かしてより複雑なデューデリジェンス業務に取り組みます。 

・不動産投資事業：不動産ファンドに馴染まない物件を中心に、当社独自のデューデリジェンスにより将来収益力の

改善を図れる物件を取得し、バリューアップ工事を行って高いキャピタルゲインを追求します。また、ホテル、ゴ

ルフ場等の取得、運営にも携わってまいります。

②目標とする経営指標 

当社グループの主たる事業は不動産投資ファンド事業であり、当該事業の主な売上は各ファンドからのフィー収入

となります。これらのフィー収入に対して不動産投資事業での売上は、売却する物件の売却価格自体となり、一般に

ファンドからのフィー収入に比べてその金額が大きくなります。したがいまして、当社グループの売上を経営指標に

関連させることは適切ではないと判断しております。また、当社は創業間もなく、未だ財務基盤が強固と言えないこ

とから、当面は連結ベースでの経常利益額を最も重要な指標と捉えております。なお、今後の目標としましては、新

たに見直した中期３ヶ年計画の最終年度において、売上高13,000百万円、経常利益1,500百万円を見込んでおります。

また、ファンドの資産残高を早期に2,000億円規模に拡大してまいりたいと考えております。

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社は、企業活動に係る全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、経

営の透明性を確保するために経営チェック機能の充実に努めております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する施

策の実施状況は以下のようになっております。 

①経営の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織とその他の管理体制 

・取締役会の運営 

取締役会は、取締役（社内）３名、監査役は常勤１名と非常勤２名により、原則月１回開催され、当社の重要事

項を決定し、業務の執行状況を監督しております。また、当社は純粋持株会社によるグループ経営を行っておりま

すので、子会社における重要な経営事項につきましては各子会社の取締役会で都度決議されますが、必要に応じて

当社の取締役会に報告を求め当該内容を監督する体制を取っております。毎月報告される月次決算数値につきまし

ては、当社単体の決算数値に加え、子会社を含めた連結決算ベースでも当社の取締役会に報告されます。この報告

により当社の経営幹部がグループの業績を把握しております。 
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・監査役機能の充実 

当社は、監査役制度を採用しております。当社の監査役は、常勤監査役１名と社外の非常勤監査役２名の計３名

にて構成されており、取締役会等の重要会議への出席により経営監督機能を果たしております。また、常勤監査役

は子会社の監査役でもあり、常時子会社の状況を把握できる立場にあります。監査役は、原則月１回の取締役会の

終了後に監査役会を開催し、実効性をともなった監査活動を行うための監査業務の調整や内部監査室の内部監査業

務への提言・指導等を行っております。また、監査の質の向上を図るため、内部監査室及び会計監査人との連携を

密にした取り組みを行っております。 

・コンプライアンスの徹底 

不動産投資顧問業務、不動産コンサルティング業務を営む上で、コンプライアンスの不徹底が当社及び当社グ

ループの経営基盤を揺るがし得ることを全役職員が充分認識し、「法令・諸規則を遵守し、誠実で公正な企業活動

を実施すること」を広く当社グループ内に徹底しております。 

・会計監査 

新日本監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。 

・内部監査体制 

内部統制の有効性、業務執行の状況については、社長直属の組織である内部監査室が当社グループ全部門を対象

に内部監査を実施しております。内部監査業務につきましては、年初に年間計画が策定され当該計画の下、グルー

プ企業の全部門に対して監査が行われます。監査結果につきましては、社長に報告されるとともに改善事項の提言

などが行われ、実効性の高い監査業務を実施しております。 

②社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係等の概要 

当社は、社外取締役を採用しておりません。一方、社外監査役は２名であり、両名とも弁護士でコンプライアンス

重視の観点から様々な提言をお願いしております。なお、両名とも当社及び当社グループ会社とは一切の人的関係、

資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

③コンプライアンスの強化に向けた取り組み

コンプライアンスを徹底するため、当社では弁護士である非常勤監査役の指導に加え、３名の顧問弁護士と顧問契

約を締結し、日常の業務においても絶えず法令遵守が実行できる環境を整えております。 

(7) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

① 当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産は増加を続けており、企業収益が高水準で推移するもとで設

備投資も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も緩やかな増加を続けており、そのもと

で個人消費は底堅さを増し、景気は着実に回復を続けております。

　また、国土交通省が発表した平成18年１月１日時点の公示地価によると、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の商業地

が15年ぶりに上昇に転じ、資産デフレの終焉がより鮮明となりました。大都市圏では引き続きオフィス需要の増加や証

券化を通じた不動産への投資が活発であります。また、民間調査機関によりますと、平成17年12月末のプライベート

ファンドの規模が１年前の2.2兆円から4.4兆円と２倍の規模に急成長しております。

　このような中、当社グループは主力である不動産投資ファンド事業において、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、当中間連結会計期間の業績は、売上高7,703百万円（前年同期比490.2％増）、営業利益591百万円（前年

同期比253.8％増）、経常利益368百万円（前年同期比181.4％増）、当期純利益173百万円（前年同期比197.6％増）と

いずれも大幅な増加となりました。

　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）

　当中間連結会計期間は、新たに組成したオフィスビルや商業ビルを対象とした不動産投資ファンドが順調に資産残高

を積み増し、グループ内の預かり資産残高が1,000億円を超えるまでに成長いたしました。資産残高の拡大に伴い、ア

セットマネジメントフィー他の手数料収入が増加し、この結果、売上高538百万円（前年同期比92.2％増）、営業利益

266百万円（前年同期比154.5％増）となりました。

（不動産コンサルティングサービス事業）

　当中間連結会計期間は、不動産投資ファンド事業向けに約200億円の物件に関するコンサルティング業務を行い、こ

れにより、コンサルティングフィーが増加いたしました。この結果、売上高569百万円（前年同期比51.2％増）、営業

利益211百万円（前年同期比829.6％増）となりました。

（不動産投資事業）

　当中間連結会計期間においても、積極的に新規物件の取得を進めてまいりました。取得した物件は順次市場で売却し

ておりますが、加えてグループ内で組成するファンドへの売却にも取り組んだ結果、売上高は6,596百万円（前年同期

比916.9％増）と大幅に増加いたしました。また、取得物件の増加に伴う賃貸収入が大幅に増加したことから、営業利

益は371百万円（前年同期比935.1％増）となりました。

② 通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、わが国経済は企業業績の好調さが家計部門へと波及し、個人消費は引き続き増加し景

気回復が続くものと思われます。日本銀行の量的緩和政策の解除による金利動向には今後注意が必要ではあるものの、

不動産証券化市場では内外から旺盛な資金供給を受け、地価公示の結果からも活発な不動産市況が続くことが予想され

ます。

　このような状況の中、当社グループは、不動産投資ファンド事業においては更なるファンド資産の拡大を目指し、

ファンドへ組み込む物件をこれまでの中小型賃貸マンションから、オフィスビル、商業ビル及びホテル・ゴルフ場等に

広げてまいります。また、個人投資家が中心となっていたこれまでのファンド出資者層に加え、機関投資家や法人など

からも積極的に資金を調達したいと考えております。不動産投資事業も積極的に物件の取得、売却を進めてまいります。

　これらにより、次連結会計年度の業績につきましては、売上高12,000百万円（前年同期比263.5％増）、営業利益

1,000百万円（前年同期比46.6％増）、経常利益700百万円（前年同期比30.6％増）、当期純利益350百万円（前年同期

比28.7％増）を見込んでおります。
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(2)　キャッシュ・フローの状況

　当中間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、金融機関への返済及び販売用不動産の

増加、投資有価証券取得による支出などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が394百万円

（前年同期比217.0％増）になったことに加え、投資有価証券の売却による収入、新株式発行による収入、金融機関か

らの借入による資金調達を行ったことにより、当中間連結会計期間末には699百万円となりました。

　当中間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、6,538百万円（前年同期は662百万円資金の減少）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した資金は、1,197百万円（前年同期は248百万円資金の減少）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が1,615百万円であったこと、また、投資有価証券の売却による収入が551百万円であった

ことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、8,154百万円（前年同期は868百万円資金の増加）となりました。これは主に短期

借入金の純増額が7,417百万円（前年同期は740百万円資金の増加）であったこと及び新株予約権（第三者割当て）の

行使による収入が1,245百万円であったことによるものであります。 

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

　なお、当社は平成17年５月24日付で大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に上場し

たため、同日以前の株価は把握できないことから、平成17年２月期の時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成17年８月期 

  自己資本比率（％） 28.1 20.9 26.1

  時価ベースの自己資本比率（％） － 130.14 330.7

  債務償還年数（年） － － －

  インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

  自己資本比率：自己資本／総資産

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま　

　す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

　す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載し

　ておりません。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

対前中間
期比

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
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   240,913   699,198    277,090  

２．営業未収金   114,074   281,509    367,278  

３．販売用不動産 ※１  2,186,991   10,196,982    3,687,550  

４．その他たな卸
資産

  562   48,778    19,140  

５．仮払金   17,984   908    113  

６．短期貸付金   7,500   5,000    38,000  

７．立替金   67,067   202,700    8,957  

８．繰延税金資産   34,078   41,307    53,765  

９．その他   63,570   451,777    136,917  

貸倒引当金   △1,260   △2,161    △8,517  

流動資産合計   2,731,482 82.1  11,926,001 80.9 9,194,518  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

※１ 105,030   490,499    465,829   

減価償却累
計額

 4,347 100,682  28,043 462,455   6,348 459,480  

(2）車両運搬具  5,924   48,497    10,425   

減価償却累
計額

 1,077 4,847  3,812 44,684   1,997 8,427  

(3）その他  15,646   121,627    86,613   

減価償却累
計額

 7,100 8,545  14,340 107,286   10,547 76,066  

有形固定資産
合計

  114,075 3.5  614,426 4.2 500,351  543,974 8.8

２．無形固定資産            

(1）連結調整勘
定

  －   42,540    50,819  

(2）その他   1,236   212,297    179,536  

無形固定資産
合計

  1,236 0.0  254,837 1.7 253,601  230,355 3.7

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  364,877   1,726,303    652,291  

(2）差入保証金   68,488   112,748    111,067  

(3）繰延税金資
産

  2,753   2,766    2,740  

(4）その他   42,515   104,259    65,578  

投資その他の
資産合計

  478,635 14.4  1,946,077 13.2 1,467,441  831,678 13.5

固定資産合計   593,947 17.9  2,815,342 19.1 2,221,394  1,606,009 26.0

資産合計   3,325,430 100.0  14,741,343 100.0
11,415,91

3
 6,186,306 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

対前中間
期比

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
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．営業未払金   58,337   174,302    115,458  

２．短期借入金 ※１  932,500   10,374,000    2,956,500  

３．１年以内返済
予定の長期借
入金

※１  821,628   136,218    709,628  

４．未払法人税等   63,473   218,461    231,929  

５．預り金   5,085   12,971    20,310  

６．新株予約権   －   1,920    －  

７．繰延税金負債   －   487    281  

８．その他   37,301   170,281    136,732  

流動負債合計   1,918,325 57.7  11,088,641 75.2 9,170,315  4,170,840 67.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※１  358,234   266,676    204,917  

２．預り保証金   97,346   226,905    88,449  

３．出資預り金   －   76,759    89,145  

４．その他   17,163   8,453    14,802  

固定負債合計   472,744 14.2  578,794 3.9 106,050  397,314 6.4

負債合計   2,391,070 71.9  11,667,436 79.1 9,276,366  4,568,154 73.9

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

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   502,400 15.1  1,312,415 8.9 810,015  683,900 11.1

Ⅱ　資本剰余金   290,900 8.8  1,203,915 8.2 913,015  575,400 9.3

Ⅲ　利益剰余金   140,482 4.2  528,484 3.6 388,002  355,044 5.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  578 0.0  734 0.0 156  807 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘
定

  － －  25,357 0.2 25,357  － －

資本合計   934,360 28.1  3,070,907 20.9 2,136,546  1,615,152 26.1

負債及び資本合
計

  3,325,430 100.0  14,741,343 100.0
11,415,91

3
 6,186,306 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

対前中間
期比

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
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,305,274 100.0  7,703,899 100.0 6,398,625  3,301,257 100.0

Ⅱ　売上原価   802,058 61.4  6,179,415 80.2 5,377,356  1,675,476 50.8

売上総利益   503,216 38.6  1,524,484 19.8 1,021,268  1,625,781 49.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  336,043 25.8  933,012 12.1 596,969  942,976 28.6

営業利益   167,172 12.8  591,471 7.7 424,298  682,804 20.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  161   112    233   

２．受取配当金  －   82    87   

３．匿名組合投資
利益

 －   14,301    5,753   

４．為替差益  －   11,903       

５．合意解除金  －   5,000       

６．その他  4,269 4,431 0.3 4,598 35,998 0.5 31,566 9,078 15,153 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  27,641   133,525    70,069   

２．融資手数料  11,212   113,444    50,812   

３．新株発行費  1,852   9,963    5,791   

４．株式公開費用  －   －    30,127   

５．その他  88 40,794 3.1 2,410 259,344 3.4 218,549 4,879 161,680 4.9

経常利益   130,809 10.0  368,125 4.8 237,316  536,276 16.2

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入

 － － － 8,587 8,587 0.1 8,587 － － －

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券
評価損

 6,249 6,249 0.5 － － － △6,249 6,249 6,249 0.1

匿名組合損益
分配前税金等
調整前中間
（当期）純利
益

  124,559 9.5  376,713 4.9 252,153  530,026 16.1

匿名組合損益
分配額

  － －  △18,190 △0.2 △18,190  △21,474 △0.6

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  124,559 9.5  394,903 5.1 270,344  551,501 16.7

法人税、住民
税及び事業税 

 59,500   208,718    291,387   

法人税等調整
額

 6,786 66,286 5.1 12,745 221,463 2.9 155,176 △12,720 278,666 8.4

中間（当期）
純利益

  58,272 4.4  173,440 2.2 115,167  272,834 8.3
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

対前中間期比

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
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

（資本剰余金の部）         

Ⅰ　資本剰余金期首残高   151,500  575,400 423,900  151,500

Ⅱ　資本剰余金増加高         

増資による新株の発
行

 139,400 139,400 628,515 628,515 489,115 423,900 423,900

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  290,900  1,203,915 913,015  575,400

         

（利益剰余金の部）         

Ⅰ　利益剰余金期首残高   82,209  355,044 272,834  82,209

Ⅱ　利益剰余金増加高         

中間（当期）純利益  58,272 58,272  173,440 115,167 272,834 272,834

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  140,482  528,484 388,002  355,044
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

対前中間期比

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
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 124,559 394,903 270,344 551,501

減価償却費  4,819 33,411 28,591 13,275

連結調整勘定償却額  － 31,119 31,119 50,819

貸倒引当金の増減額
（減少△）

 737 △6,356 △7,093 7,994

受取利息及び受取配
当金

 △161 △195 △33 △321

 匿名組合投資利益  － △14,301 △14,301 △5,753

支払利息  27,641 133,525 105,883 70,069

投資有価証券評価損  6,249 － △6,249 6,249

匿名組合損益分配額  － △18,190 △18,190 △21,474

営業未収金の増減額
（増加△）

 △40,898 87,579 128,478 △267,148

販売用不動産の増減
額（増加△）

 △512,619 △6,509,431 △5,996,811 △2,013,179

その他たな卸資産の
増減額（増加△）

 12,825 △29,438 △42,263 △2,786

営業未払金の増減額
（減少△）

 22,371 57,192 34,821 54,910

未払消費税等の増減
額（減少△）

 △5,079 △24,096 △19,017 25,068

その他  △136,150 △302,548 △166,398 △52,270

小計  △495,705 △6,166,826 △5,671,120 △1,583,044

利息及び配当金の受
取額

 161 6,435 6,273 321

利息の支払額  △28,448 △157,733 △129,284 △68,219

法人税等の支払額  △138,008 △220,870 △82,862 △204,927

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △662,001 △6,538,995 △5,876,993 △1,855,870
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前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

対前中間期比

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
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 △14,055 △70,253 △56,197 △31,441

投資有価証券の取得
による支出

 △232,210 △1,615,000 △1,382,790 △946,000

投資有価証券売却に
よる収入

 － 551,116 551,116 402,110

貸付による支出  － － － △130,426

貸付金の回収による
収入

 － 33,000 33,000 2,500

連結の範囲の変更を
伴う子会社・出資金
の取得による支出

※２ － － － △477,818

その他  △1,754 △96,066 △94,312 △57,644

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △248,020 △1,197,204 △949,183 △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

 740,500 7,417,500 6,677,000 2,764,500

長期借入れによる収
入

 302,000 400,000 98,000 302,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △451,204 △911,654 △460,450 △716,518

株式の発行による収
入

 276,947 1,245,986 969,038 739,008

新株予約権発行によ
る収入

 － 3,000 3,000 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 868,243 8,154,832 7,286,588 3,088,900

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　
　　係る換算差額　

 － 3,474 3,474 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（減少額△）

 △41,777 422,107 463,884 △5,599

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 282,690 277,090 △5,599 282,690

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 240,913 699,198 458,285 277,090

      

－ 15 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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　４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

(1）連結子会社の数　10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

 　　　㈱ホテル1－2－3

㈱ザ・ピース・インターナ

ショナル

 　　　㈱ホスピタリティインベスト

　　　 メント

 　　  ロタ・リゾート㈲

       SNM CORPORATION

       上記のうち、㈱ホテルシステ

　　 ムズ、㈱ホテル1－2－3、㈱

     ザ・ピース・インターナショナ

     ル、㈱ホスピタリティインベス

     トメントについては、当中間連

　　 結会計期間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。

(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）主要な非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

(2）主要な非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

　　　 雲南観光㈲

(2）主要な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、合計の総資産、売上高、中

間当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連

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、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間当期純利益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも

中間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、当期純利

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、中間純損益（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

ても中間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㈲、雲南観

光㈲については、中間純損益（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

対象から除いても中間連結財務諸表

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

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、㈱ホ

テルシステムズ、㈱ホテル1－2－

3、㈱ザ・ピース・インターナショ

ナル、㈱ホスピタリティインベスト

メントの中間期の末日は中間連結決

算日と一致しております。なお、ロ

タ・リゾート㈲の中間決算日は12月

31日、SNM CORPORATIONの中間決算

日は６月30日であります。

　中間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

ては同日現在の中間財務諸表、SNM 

CORPORATIONについては12月31日現

在の財務諸表を使用し、中間連結決

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。

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

　中間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

　同左

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。

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

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～35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～47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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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)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

(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

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

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。

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。

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　　８～22年

車両運搬具　　　　　　６年

建物及び構築物　　８～30年

車両運搬具　　　　３～10年

建物及び構築物　　８～30年

車両運搬具　　　　３～６年

 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

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

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

イ　貸倒引当金

 同左

イ　貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

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。

　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

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

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

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

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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）その他中間連結財務諸

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、当中間連結会計

期間の費用として処理しておりま

す。

――――――

 ――――――

イ　消費税等の会計処理

 同左

 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、中間連

   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、税金等調整前中間純利益

   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

 同左

 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．中間連結キャッシュ・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 同左
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中間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

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28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）

　当中間連結会計期間より、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。

―――――― 

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28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、金額的重要度が増し

     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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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間連結会計期間末
（平成18年２月28日）

前連結会計年度末
（平成17年８月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

販売用不動産 2,164,417千円

建物及び構築物 89,361千円

計 2,253,779千円

販売用不動産 10,089,619千円

計 10,089,619千円

販売用不動産 3,552,295千円

計 3,552,295千円

　上記物件は、短期借入金690,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金816,636千

円、長期借入金345,990千円の担保に供し

ております。

　上記物件は、短期借入金6,957,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金108,396千

円、長期借入金223,804千円の担保に供し

ております。

　上記物件は、短期借入金1,940,000千円、

１年以内返済予定の長期借入金671,396千

円、長期借入金153,342千円の担保に供し

ております。

　 ２．　　　　　―――――― ２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

  うため、取引銀行４行と当座貸越契約及

  び貸出コミットメントを締結しておりま

  す。これらの契約に基づく当中間連結会

  計期間末の借入未実行残高は次のとおり

  であります。

 　２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

　　 うため、取引銀行１行と当座貸越契約を

     締結しております。これらの契約に基づ

     く当連結会計年度末の借入未実行残高は

     次のとおりであります。

 
当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額

6,000,000千円

借入実行残高　 4,212,000千円

差引額 1,788,000千円

 

当座貸越極度額 　100,000千円

借入実行残高　 　100,000千円

差引額 　　　 －千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 23,980千円

給料手当 132,900千円

支払手数料 41,711千円

賃借料 25,042千円

貸倒引当金繰入額 737千円

役員報酬 40,290千円

給料手当 214,893千円

支払手数料 177,391千円

賃借料 53,913千円

連結調整勘定償却 31,119千円

貸倒引当金繰入額 1,860千円

役員報酬 59,460千円

給料手当 300,073千円

支払手数料 155,940千円

賃借料 56,995千円

連結調整勘定償却 50,819千円

貸倒引当金繰入額 7,994千円
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．現金及び現金同等物の中間期末残高と

　中間連結貸借対照表に掲記されている科　

　目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

　中間連結貸借対照表に掲記されている科

　目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結　

　貸借対照表に掲記されている科目の金額

　との関係

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年８月31日現在）

現金及び預金勘定 240,913千円

現金及び現金同等物 240,913千円

現金及び預金勘定 699,198千円

現金及び現金同等物 699,198千円

現金及び預金勘定 277,090千円

現金及び現金同等物 277,090千円

※２．支配権の獲得により新たに連結子会社　

　　となった会社の資産及び負債の主な内訳

　　　支配権の獲得により新たにロタ・リゾ

　　ート㈲及びSNM CORPORATIONを連結した

　　ことに伴う連結開始時の資産及び負債の

　　内訳並びにロタ・リゾート㈲への匿名組

　　合出資金及びSNM CORPORATION株式の取

　　得価額とロタ・リゾート㈲及びSNM 

　　CORPORATION取得のための支出（純額）

　　との関係は次のとおりです。

  流動資産 53,381千円  

  固定資産 1,203,125千円 

  連結調整勘定 101,638千円 

  流動負債 △24,588千円 

  固定負債 △212,110千円 

  少数株主持分 △3,000千円 

  新規子会社の取得価額 1,118,446千円 

  新規子会社の現金及び

　

　現金同等物

△16,780千円 

  新規子会社の取得のた

　めの支出

1,101,666千円 

  連結対象以前の支出 △623,847千円 

  差引：子会社株式・匿

　名組合出資金の取得に

　よる支出

477,818千円 
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．リース物件の所有権が借主に移転すると

　認められるもの以外のファイナンス・リー

　ス取引

 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

　認められるもの以外のファイナンス・リー

　ス取引

 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

　認められるもの以外のファイナンス・リー

　ス取引

 （1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 6,800 4,420 2,380

工具器具備品 5,150 3,347 1,803

合計 11,950 7,767 4,183

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物 6,800 5,780 1,020

工具器具備品 11,413 4,661 6,751

合計 18,213 10,441 7,771

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

建物 6,800 5,100 1,700

工具器具備品 5,150 3,862 1,288

合計 11,950 8,962 2,988

 （2）未経過リース料中間期末残高 相当額  （2）未経過リース料中間期末残高相当額  （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,521千円

１年超 2,196千円

合計 4,718千円

１年内 3,209千円

１年超 5,003千円

合計 8,212千円

１年内 2,583千円

１年超 889千円

合計 3,472千円

 （3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

 （3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

 （3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 1,347千円

減価償却費相当額 1,195千円

支払利息相当額 130千円

支払リース料 1,675千円

減価償却費相当額 1,479千円

支払利息相当額 152千円

支払リース料 2,694千円

減価償却費相当額 2,390千円

支払利息相当額 231千円

 （4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 （4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 （4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 （5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

 （5）利息相当額の算定方法

同左

 （5）利息相当額の算定方法

同左

２．　　　　　　―――――― ２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料  

　１年内 17,911千円

　１年超  173,499千円

 　合計 191,411千円

２．オペレーティング・リース取引 

　未経過リース料  

　１年内 16,692千円

　１年超 176,767千円

 　 合計 193,459千円
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年２月28日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 139 1,247 1,107

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 50,000 49,920 △80

合計 50,139 51,167 1,027

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 142,500

匿名組合出資 171,210

当中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 139 1,320 1,180

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 139 1,320 1,180

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 184,500

匿名組合出資 1,540,483
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前連結会計年度末（平成17年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 139 1,500 1,360

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 139 1,500 1,360

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 181,500

匿名組合出資 469,291

③　デリバティブ取引

１．取引の時価等に関する事項

　前中間連結会計期間末（平成17年２月28日）、当中間連結会計期間末（平成18年２月28日）及び前連結会計

年度末（平成17年８月31日）

　該当事項はありません。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので

注記の対象から除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年９月１日　至　平成17年２月28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 280,175 376,458 648,640 1,305,274 － 1,305,274

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 9,000 － 9,000 (9,000) －

計 280,175 385,458 648,640 1,314,274 (9,000) 1,305,274

営業費用 175,411 362,730 612,726 1,150,869 (12,767) 1,138,101

営業利益 104,763 22,728 35,914 163,405 3,767 167,172

　（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

当中間連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年２月28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 538,428 569,299 6,596,171 7,703,899 － 7,703,899

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
8,151 68,056 － 76,207 (76,207) －

計 546,579 637,355 6,596,171 7,780,107 (76,207) 7,703,899

営業費用 279,906 426,085 6,224,431 6,930,423 182,005 7,112,428

営業利益 266,673 211,270 371,739 849,683 (258,212) 591,471

　（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
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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）

 
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

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所属する連結子会社及び在外支店がないため該当事

項はありません。

 　　　　当中間連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年２月28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 7,593,444 110,455 7,703,899 － 7,703,899

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 915 915 (915) －

計 7,593,444 111,371 7,704,815 (915) 7,703,899

営業費用 6,626,736 232,587 6,859,323 253,104 7,112,428

営業利益（又は営業損失） 966,708 (121,216) 845,491 (254,019) 591,471

  　（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（又は営業損失） 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 

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間において、海外売上がないため該当事項はありません。

 　　　　　 当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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 86,354.93円

１株当たり中間純利益

金額
5,586.80円

１株当たり純資産額 48,822.05円

１株当たり中間純利益

金額

 

2,898.69円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

 

2,682.71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

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株引受権

及び新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、かつ店頭登

録もしていないため、期中平均株価が

把握できませんので記載しておりませ

ん。

  

 　当社は、平成17年10月20日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連結会計

期間及び前連結会計年度における１株

当たり情報については、以下のとおり

となります。

 

 
前中間連結会計
期間

前連結会計年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

17,270.99円 27,236.97円

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

1,117.36円 4,999.55円

　なお、潜在株
式調整後１株当
たり中間純利益
金額については、
新株引受権及び
新株予約権の残
高はありますが、
当社株式は非上
場であり、かつ
店頭登録もして
いないため、期
中平均株価が把
握できませんの
で記載しており
ません。

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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　（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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株当たり中間（当期）純利益金額    

　中間（当期）純利益（千円） 58,272 173,440 272,834

　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） (－) (－) (－)

　普通株式に係る中間（当期）純利益　

　（千円）
58,272 173,440 272,834

　期中平均株式数（株） 10,430.38 59,834 10,914.35

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（株） － 4,817 854.71

　（うち新株予約権にかかる増加数） (－) (4,817) (854.71)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

１．第１回無担保新株

引受権付社債

（平成13年10月10

日臨時株主総会）

目的となる株式の

種類及び数

普通株式　　40株

新株引受権の発行

価額　　　　無償

権利行使時の１株

当たりの払込金額

150,000円

────── ──────

 ２．新株予約権

（平成16年８月31

日臨時株主総会）

目的となる株式の

種類及び数

普通株式　 989株

新株予約権の発行

価額　　　　無償

権利行使時の１株

当たりの払込金額

225,000円
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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）

　当社は、平成17年４月13日に㈱大阪

証券取引所よりニッポン・ニュー・

マーケット「ヘラクレス」市場への上

場承認を受け、同日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり新株発行の決議

を行いました。

(1）発行する株式の種類及び数

普通株式　　　　　　 1,000株

(2）発行価額及び発行価額の総額

未定

(3）資本組入額及び資本組入額の総額

未定

(4）募集方法

一般募集

（ブックビルディング方式）

(5）払込期日

平成17年５月23日

(6）新株の配当起算日

平成17年３月１日

(7）資金の使途

ＳＰＣ設立及び匿名組合出資資金、

運転資金

１．新株予約権の権利行使

　平成17年12月16日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年１月10日に発行

したメリルリンチ日本証券株式会社を

第三者割当て先とする第２回新株予約

権について、同社との間で締結したコ

ミットメント条項付き第三者割当て契

約に基づき、当社は新株予約権の行使

指定の通知を行い、また、メリルリン

チ日本証券株式会社による新株予約権

行使の希望を当社が受諾したことによ

り、権利行使が行われました。その概

要は下記のとおりであります。

(1）平成18年３月１日以降権利行使さ

れた新株予約権の数　　　　64個

(2）新株予約権の権利行使による発行

株式の種類及び数、平均発行価額、

発行総額及び資本組入額

①平成18年３月行使分

　発行株式の種類：普通株式

　発行株式の数　：3,100株

　平均発行価額　：264,697円

　発行総額　　　：820,560,000円

　資本組入額　　：410,280,000円

②平成18年４月行使分

　発行株式の種類：普通株式

　発行株式の数　：3,300株

　平均発行価額　：268,500円

　発行総額　　　：886,050,000円

　資本組入額　　：443,025,000円

(3）新株の配当起算日

　　平成18年３月１日

(4）資金使途

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。　

(5）平成18年４月３日の権利行使によ

り、新株予約権100個（10,000株）全

ての権利行使が完了し、発行済株式

数は69,300株となりました。

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端

     株主の所有株式数を、１株につ

     き５株の割合をもって分割しま

     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株あたり当期純利益

 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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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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）

 ２．営業譲受けに係る重要な事象

　当社連結子会社である株式会社ホテ

ルシステムズにおいて、平成18年１月

12日開催の取締役会決議並びに平成18

年１月23日開催の臨時株主総会決議に

基づき、営業の譲受けを実施しており

ます。その概要は下記の通りでありま

す。

(1）内容

　ゴルフ場の取得、運営を目的とし

て、クラシック島根開発株式会社が

運営する「クラシック島根カントリー

クラブ」に関わる営業全部の譲受け。

(2）譲受ける資産・負債の額

譲受け対象財産の時価純資産相当

額　　　　　　　  43,237千円

営業権　　　　   109,762千円

(3）譲受けの時期

　　平成18年３月17日

 ３．多額な資金の借入

 　当社及び連結子会社は平成18年３月

 31日に、21億円の借入を実施しており

 ます。借入の主な内容は下記のとおり

 であります。 

（1）借入先　　　  関西アーバン銀行

（2）利率      　  2.125％

（3）返済期限　　  平成18年９月30日

（4）資金の使途　  販売用不動産の購

　　　　　　　　　 入資金

（5）担保提供資産  新規購入の販売用

　　　　　　　　　 不動産を担保とし

                   て提供しておりま

                   す。

 ２．多額な資金の借入

　 当社及び連結子会社は連結決算日後

 平成17年10月末日までに、総額55億円

 の借入を実地しております。借入の主

 な内容は下記のとおりであります。

 (1)借入先　     関西アーバン銀行他

 (2)利率　　     1.5％～3.5％

 (3)実施時期     平成17年９月５日他

 (4)返済期限     短期5,520百万円

 (5)資金の使途   運転資金及び販売用

　　　　　　　　 不動産の購入資金

 (6)担保提供資産 一部の借入に際し

                 て、新規購入の販売

                 用不動産を担保とし

                 て提供しておりま

　　　　　　　　 す。
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．資産の取得

 　当社は上記３．記載の借入金によ

 り、平成18年３月31日付で以下の資産

 を取得しました。

 ＜取得資産の概要＞

物件名称　　　　　ＬＥＥ東札幌Ａ棟

所在地（住居表示）札幌市白石区東札

幌三条四丁目５番

１号

土地面積　　　　　323.30㎡

建物用途　　　　　共同住宅

延床面積　　　　　1,115.15㎡

竣工              平成18年2月21日

構造　　　　　　　鉄筋コンクリート

造陸屋根10階建

総賃貸可能面積　　901.15㎡

＜取得の概要＞

取得価額          253,000千円

資産の種類　　　　不動産を信託する

信託の受益権

 ＜取得資産の概要＞

物件名称　　　　　ＬＥＥ東札幌Ｂ棟

所在地（住居表示）札幌市白石区東札

幌三条四丁目５番

３号

土地面積　　　　　443.13㎡

建物用途　　　　　共同住宅

延床面積　　　　　1,344.40㎡

竣工　　　　　　　平成18年2月21日

構造　　　　　　　鉄筋コンクリート

造陸屋根11階建

総賃貸可能面積　　1,012.60㎡

＜取得の概要＞

取得価額　　　　　278,000千円

資産の種類　　　　不動産を信託する

信託の受益権

 ＜取得資産の概要＞

物件名称　　　　　ＬＥＥ厚別中央

所在地（住居表示）札幌市厚別区厚別

中央四条四丁目４

番13号

土地面積　　　　　396.65㎡

建物用途　　　　　共同住宅

延床面積　　　　　1,646.03㎡

竣工　　　　　　　平成18年2月21日

構造　　　　　　　鉄筋コンクリート

造陸屋根８階建

総賃貸可能面積　　1,150.94㎡
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前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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）

  ＜取得の概要＞

取得価額　　　　　336,000千円

資産の種類　　　　不動産を信託する

信託の受益権

 ＜取得資産の概要＞

物件名称　　　　　ＬＥＥ豊平３条

所在地（住居表示）札幌市豊平区豊平

三条五丁目１番31

号

土地面積　　　　　348.97㎡

建物用途　　　　　共同住宅

延床面積　　　　　1,659.12㎡

竣工　　　　　　　平成18年2月23日

構造　　　　　　　鉄筋コンクリート

造陸屋根11階建

総賃貸可能面積　　1,330.12㎡

＜取得の概要＞

取得価額　　　　　338,000千円

資産の種類　　　　不動産を信託する

信託の受益権

 ＜取得資産の概要＞

物件名称　　　　　ＬＥＥ北９条

所在地（住居表示）札幌市東区北九条

東三丁目42番５号

土地面積　　　　　972.17㎡

建物用途　　　　　共同住宅

延床面積　　　　　3,820.83㎡

竣工　　　　　　　平成18年2月17日

構造　　　　　　　鉄筋コンクリート

造陸屋根11階建

総賃貸可能面積　　2,805.20㎡

＜取得の概要＞

取得価額　　　　　848,000千円

資産の種類　　　　不動産を信託する

信託の受益権

 （注１）土地面積及び述床面積は、不

　　　　 動産登記簿上の表示によるも

         のです。

 （注２）取得価額は、当該取得資産の

         取得に要した諸費用（売買手

         数料、公租公課等）を含まな

         い金額（売買契約書等に記載

         された売買価額）を記載して

         おります。
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５．生産、受注及び販売の状況
　（1）生産実績

 　　　当社グループは、不動産投資ファンド事業、不動産コンサルティングサービス事業及び不動産投資事業が主要な

　　 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）仕入実績

 　　　当中間連結会計期間における仕入実績を事業別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

 
当連結会計期間

（自　平成17年９月１日
　　至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

 不動産投資事業（千円） 11,999,458 1,838.9

合計（千円） 11,999,458 1,838.9

 

　（3）受注状況

　　　 当社グループは、不動産投資ファンド事業、不動産コンサルティングサービス事業及び不動産投資事業が主な事

 業であるため、該当事項はありません。

　（4）販売実績

　　　 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計期間

（自　平成17年９月１日
　　至　平成18年２月28日）

前年同期比（％）

 不動産投資ファンド事業（千円） 538,428 192.2

 不動産コンサルティングサービス事

 業（千円）
569,299 151.2

 不動産投資事業（千円） 6,596,171 1,016.9

合計（千円） 7,703,899 590.2

 　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

 　      ２．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

前中間連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

金額（千円） 割合（％）

 イーストランドプロパティーズ㈲ 3,061,101 39.7

 ＣＲ１㈲ 1,312,353 17.0

　　　　 ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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