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上場会社名
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上場取引所 大（ヘラクレス市場）

コード番号 8941 本社所在都道府県 大阪府
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代　　表　　者　代表取締役 山本　誠

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

決算取締役会開催日　平成18年４月13日  中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日　平成－年－月－日  単元株制度採用の有無 無

１．平成18年２月中間期の業績（平成17年９月１日～平成18年２月28日）

(1）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 262 99.5 2 △75.1 19 9.9

17年２月中間期 131 － 11 － 18 －

17年８月期 339  45  22  

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 9 5.4 152 74 141 36

17年２月中間期 8 － 830 91 － －

17年８月期 11  1,033 91 958 82

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 有

③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。

④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。 
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。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）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年２月中間期 0 00 　　　　――――――

17年８月期 　　　　―――――― 0 00

(3）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 12,780 2,570 20.1 40,865 37

17年２月中間期 3,332 835 25.1 77,231 56

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

②期末自己株式数 18年２月中間期 －株 17年２月中間期 －株 17年８月期 －株
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２．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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 500 35 15 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　238円47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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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年２月28日）
当中間会計期間末

（平成18年２月28日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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  146,281   182,118    79,818   

２．営業未収金  66,612   242,528    143,321   

３．繰延税金資産  1,908   6,790    3,869   

４．短期貸付金  1,262,149   
11,343,82

0
   4,084,766   

５．その他  89,006   454,154    151,347   

貸倒引当金  △1,370   △11,930    △4,300   

流動資産合計   1,564,587 47.0  12,217,483 95.6 10,652,895  4,458,824 74.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  11,010   17,196    18,259   

(2）車両運搬具  4,847   3,301    3,927   

(3）工具器具備
品

 4,515   13,108    9,466   

有形固定資産
合計

 20,373   33,605    31,654   

２．無形固定資産  312   5,093    286   

３．投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 353,208   363,208    353,208   

(2）関係会社長
期貸付金

 1,324,830   62,200    1,051,507   

(3）繰延税金資
産

 544   24    446   

(4）その他  69,969   99,386    100,941   

貸倒引当金  △1,330   △60    △1,100   

投資その他の
資産合計

 1,747,221   524,759    1,505,003   

固定資産合計   1,767,908 53.0  563,458 4.4 △1,204,449  1,536,944 25.6

資産合計   3,332,495 100.0  12,780,942 100.0 9,448,446  5,995,768 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．短期借入金  862,500   9,143,000    2,806,500   

２．１年以内返済
予定の長期借
入金

 816,636   31,230    704,636   

３．未払法人税等  10,893   15,774    14,659   

４．預り金  437,967   933,040    941,431   

５. 新株予約権  －   1,920    －   

６. その他  5,699   17,672    14,303   

流動負債合計   2,133,696 64.0  10,142,637 79.4 8,008,940  4,481,531 74.7
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前中間会計期間末

（平成17年２月28日）
当中間会計期間末

（平成18年２月28日）
対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  345,990   59,420    195,172   

２．その他  17,163   8,453    14,802   

固定負債合計   363,153 10.9  67,873 0.5 △295,280  209,974 3.5

負債合計   2,496,850 74.9  10,210,510 79.9 7,713,659  4,691,505 78.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   502,400 15.1  1,312,415 10.3 810,015  683,900 11.4

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  319,608   1,232,623    604,108   

資本剰余金合計   319,608 9.6  1,232,623 9.6 913,015  604,108 10.1

Ⅲ　利益剰余金            

中間（当期）
未処分利益

 13,637   25,393    16,254   

利益剰余金合計   13,637 0.4  25,393 0.2 11,756  16,254 0.3

資本合計   835,645 25.1  2,570,431 20.1 1,734,786  1,304,263 21.8

負債及び資本合
計

  3,332,495 100.0  12,780,942 100.0 9,448,446  5,995,768 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（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
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　営業収益   131,640 100.0  262,660 100.0 131,020  339,720 100.0

売上総利益   131,640 100.0  262,660 100.0 131,020  339,720 100.0

Ⅱ　販売費及び一般
管理費

  119,787 91.0  259,704 98.9 139,916  294,297 86.6

営業利益   11,852 9.0  2,955 1.1 △8,896  45,422 13.4

Ⅲ　営業外収益 ※１  34,593 26.3  155,150 59.1 120,557  82,278 24.2

Ⅳ　営業外費用 ※２  28,325 21.5  138,187 52.6 109,862  105,228 31.0

経常利益   18,120 13.8  19,918 7.6 △1,798  22,473 6.6

税引前中間
（当期）純利
益

  18,120 13.8  19,918 7.6 △1,798  22,473 6.6

法人税、住民
税及び事業税

 10,800   13,278    14,400   

法人税等調整
額

 △1,346 9,453 7.2 △2,497 10,780 4.1 1,326 △3,211 11,188 3.3

中間（当期）
純利益

  8,666 6.6  9,138 3.5 472  11,284 3.3

前期繰越利益   4,970   16,254  11,284  4,970  

中間（当期）
未処分利益

  13,637   25,393  11,756  16,254  
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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

(1）子会社株式

同左

２．デリバティブ等の評価基

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

(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

(1）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しており

ます。

(1）貯蔵品

          同左

(1）貯蔵品

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　　　　　　　８～15年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　３～15年

(1）有形固定資産

          同左

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　８～15年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　３～15年

(1）有形固定資産

同左

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　８～15年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具備品　　　３～15年

 (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

(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

(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。

(1）貸倒引当金

          同左

(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 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

(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

          同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

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

(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

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

９．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動負

債のその他に含めて表示してお

ります。

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 　　　なお、仮払消費税等及び仮

　　 受消費税等は相殺のうえ、流

     動負債のその他に含めて表示

     しております。

(1）消費税等の会計処理

　　 税抜方式によっております。
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中間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）

当中間会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年２月28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）

　当中間会計期間より、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。

―――――― 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年２月28日）

当中間会計期間末
（平成18年２月28日）

前事業年度末
（平成17年８月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 5,775千円  13,358千円  9,254千円

　２．保証債務 　２．保証債務 　２．保証債務

㈱資産管理研究所 70,000千円 ㈱資産管理研究所 1,250,000千円

㈱レイコフインベス

トメント

281,000千円

㈱資産管理研究所 100,000千円

   ３．　　　　　―――――― 　 ３．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契約を締結してお

     ります。これらの契約に基づく当中間会

     計期間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

　 ３．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

     く当事業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 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

　差引額 －千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 34,593千円 受取利息 154,686千円 受取利息 81,713千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 26,473千円

新株発行費 1,852千円

支払利息 124,811千円

新株発行費 9,963千円

支払利息 64,204千円

新株公開費用 30,127千円

新株発行費 5,791千円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 2,213千円

無形固定資産 26千円

有形固定資産 4,264千円

無形固定資産 192千円

有形固定資産 5,691千円

無形固定資産 52千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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．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）未経過リース料中間期末残高相当額

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　有価証券

　前中間会計期間（自　平成16年９月１日　至　平成17年２月28日）、当中間会計期間（自　平成17年９月１日　

至　平成18年２月28日）及び前事業年度（自　平成16年９月１日　至　平成17年８月31日）のいずれにおいても子

会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28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 77,231.56円

１株当たり中間純利益

金額
830.91円

１株当たり純資産額 40,865.37円

１株当たり中間純利益

金額

152.74円

 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

141.36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

 

　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会計期間

及び前事業年度における１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。

 

 前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資
産額

１株当たり純資
産額

15,446.31円 21,994.32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

166.18円 206.78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

191.76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)

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

　中間（当期）純利益（千円） 8,666 9,138 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） (－) (－) (－)

  普通株式に係る中間（当期）純利益 

  （千円）
8,666 9,138 11,284

  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）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（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

連結子会社による新たに組成する

不動産投資ファンドへの匿名組合出

資金等の資金調達であります。

(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、前事業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。

前事業年度 当事業年度

 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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前中間会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

 ２．多額な資金の借入

　 当社は決算日後平成17年10月末日ま

 でに、総額50億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　　     1.625％～3.5％

 (3)実施時期     平成17年９月５日他

 (4)返済期限     短期5,020百万円

 (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。ま

た、子会社㈱レイコ

フインベストメント

が連帯保証しており

ます。
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