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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 ：無

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３四半期の財務・業績概況（平成17年９月１日～平成18年５月31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３四半期 12,112 392.5 705 57.7 353 △0.6 114 △45.9

17年８月期第３四半期 2,459 － 447 － 355 － 212 －

（参考）17年８月期 3,301  682  536  272  

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３四半期 1,840 20 1,710 68

17年８月期第３四半期 20,047 69 18,514 55

（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３四半期 －百万円 17年８月期第３四半期 －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３四半期 62,422株 17年８月期第３四半期 10,595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、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であり

　　　　　　ます。

 　　　 ⑤  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、前年四半期の対前四半期増

　　　　　　減率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）発行しました。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期（平成17年９月１日～平成18年５月31日）におけるわが国経済は、輸出や生産は緩やかに増加しており、

企業収益が高水準で推移する中で設備投資も引き続き増加いたしました。また、企業部門の好調さが家計部門へ波及して

おり、そのもとで個人消費は堅調に推移しております。原油価格の高騰等が内外経済にマイナスの影響を与えたものの、

引き続き国内民間需要に支えられた景気回復が続いております。

　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、東京及び大阪の中心部のオフィス賃料も15年ぶりに上昇に転じました。また、民間調査機関によると、

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、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。しかしながら、昨年来の構造計算書偽造問題、

不動産証券化における信託銀行の資産査定の不備、金利動向等、今後の懸念材料も見られました。

　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。
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　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３四半期は、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780百万円

（前年同期比60.8％増）、営業利益360百万円（前年同期比85.0％増）となりました。

（不動産コンサルティングサービス事業）

　当第３四半期は、不動産投資ファンド事業向けのコンサルティング業務が順調に伸び、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901百万円（前年同期比22.2％増）、営業利益342百万円（前年同期比

343.8％増）となりました。

（不動産投資事業）

　当第３四半期においても、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10,430百万円（前年同期比743.7％

増）と大幅増となりました。また、取得物件の増加に伴う賃料収入も増えたことから、営業利益は409百万円（前年同期

比181.7％増）となりました。

　この結果、当第３四半期の業績は、売上高12,112百万円（前年同期比392.5％増）、営業利益705百万円（前年同期比

57.7％増）となりましたが、有利子負債の増加による支払利息等の増加により、経常利益353百万円（前年同期比0.6％

減）、四半期純利益114百万円（前年同期比45.9％減）となりました。

(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３四半期 18,438 4,718 25.6 68,086 86

17年８月期第３四半期 4,440 1,554 35.0 131,089 02

（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３四半期 69,300株 17年８月期第３四半期 11,860株

 17年８月期 11,860株

　　　　②　売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であり

　　　　　　ます。

　　　　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、前年四半期の対前四半期増

　　　　　　減率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。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）発行しました。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四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12,252百万円増加し、18,438百万円となりました。こ

れは主に販売用不動産を中心として流動資産が10,560百万円、投資その他の資産が1,616百万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9,149百万円増加し、13,717百万円となりました。これは主に短期借入金が8,729百万円

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3,103百万円増加し、4,718百万円となりました。これは主に新株予約権の発行によ

る資金調達であり、資本金が1,482百万円、資本剰余金が1,482百万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３四半期 △9,556 △1,725 11,436 436

17年８月期第３四半期 △214 △1,151 1,802 719

（参考）17年８月期 △1,855 △1,238 3,088 277
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［キャッシュ・フローの状況］

　当第３四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、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394百万円になったことに加え、株式発行によ

る収入、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436百万円となりました。

　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，9,556百万円となりました。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した資金は、1,725百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出が2,103百万円

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、11,436百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額8,729百万円であること及

び株式発行による収入が2,952百万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

通　期 14,000 800 350 5,050 50

［業績予想に関する定性的情報等］

　通期の連結業績予想につきましては、売上高、経常利益ともに当初の予想（平成18年４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。なお、内容につきましては、本日付で「平成18年８月期通期業績予想の修

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

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年５月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年５月31日）
対前四半期
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   719,110   436,739    277,090  

２．営業未収金   151,679   339,041    367,278  

３．販売用不動産   1,942,873   13,577,666    3,687,550  

４．その他たな卸
資産

  932   48,547    19,140  

５．仮払金   15,064   1,289    113  

６．短期貸付金   99,000   5,000    38,000  

７．立替金   69,038   137,820    8,957  

８．繰延税金資産   13,631   50,601    53,765  

９．その他   32,945   546,466    136,917  

貸倒引当金   △7,881   △2,139    △8,517  

流動資産合計   3,036,395 68.4  15,141,034 82.1 12,104,638  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

 104,051   496,882    465,829   

減価償却累
計額

 5,126 98,925  38,890 457,991   6,348 459,480  

(2）車両運搬具  5,924   49,269    10,425   

減価償却累
計額

 1,537 4,387  5,059 44,209   1,997 8,427  

(3）その他  17,168   134,963    86,613   

減価償却累
計額

 8,151 9,016  17,985 116,977   10,547 76,066  

有形固定資産
合計

  112,329 2.5  619,179 3.3 506,849  543,974 8.8

２．無形固定資産            

(1）連結調整勘
定

  －   21,270    50,819  

(2）その他   1,276   209,404    179,536  

無形固定資産
合計

  1,276 0.0  230,674 1.3 229,397  230,355 3.7

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  1,117,316   2,205,937    652,291  

(2）差入保証金   110,326   118,028    111,067  

(3）繰延税金資
産

  2,779   3,196    2,740  

(4）その他   60,275   120,619    65,578  

投資その他の
資産合計

  1,290,697 29.1  2,447,781 13.3 1,157,083  831,678 13.5

固定資産合計   1,404,303 31.6  3,297,634 17.9 1,893,331  1,606,009 26.0

資産合計   4,440,699 100.0  18,438,668 100.0 13,997,969  6,186,306 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年５月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年５月31日）
対前四半期
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   71,483   140,282    115,458  

２．短期借入金   1,624,670   11,685,803    2,956,500  

３．１年以内返済
予定の長期借
入金

  739,628   236,218    709,628  

４．未払法人税等   59,530   169,347    231,929  

５．預り金   13,072   42,190    20,310  

６．繰延税金負債   －   390    281  

７．その他   72,623   181,570    136,732  

流動負債合計   2,581,008 58.1  12,455,803 67.6 9,874,794  4,170,840 67.5

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金   220,577   430,019    204,917  

２．預り保証金   67,575   210,826    88,449  

３．出資預り金   －   61,574    89,145  

４．その他   16,822   559,025    14,802  

固定負債合計   304,974 6.9  1,261,446 6.8 956,471  397,314 6.4

負債合計   2,885,983 65.0  13,717,249 74.4 10,831,266  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   683,900 15.4  2,166,680 11.8 1,482,780  683,900 11.1

Ⅱ　資本剰余金   575,400 13.0  2,058,180 11.2 1,482,780  575,400 9.3

Ⅲ　利益剰余金   294,628 6.6  469,913 2.5 175,284  355,044 5.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  787 0.0  546 0.0 △240  807 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘
定

  － －  23,099 0.1 23,099  － －

資本合計   1,554,715 35.0  4,718,419 25.6 3,163,703  1,615,152 26.1

負債及び資本合
計

  4,440,699 100.0  18,438,668 100.0 13,997,969  6,186,306 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

対前四半期
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   2,459,472 100.0  12,112,562 100.0 9,653,090  3,301,257 100.0

Ⅱ　売上原価   1,433,155 58.3  9,947,343 82.1 8,514,188  1,675,476 50.8

売上総利益   1,026,316 41.7  2,165,218 17.9 1,138,902  1,625,781 49.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  578,899 23.5  1,459,676 12.1 880,776  942,976 28.6

営業利益   447,416 18.2  705,542 5.8 258,125  682,804 20.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  312   128    233   

２．受取配当金  66   85    87   

３．匿名組合投資
利益

 8,780   20,861    5,753   

４．その他  5,451 14,610 0.6 25,332 46,407 0.4 31,797 9,078 15,153 0.5

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  49,133   204,422    70,069   

２．融資手数料  20,552   180,808    50,812   

３．新株発行費  5,763   9,963    5,791   

４．株式公開費用  29,454    －    30,127   

５．その他  1,700 106,604 4.3 3,536 398,732 3.3 292,127 4,879 161,680 4.9

経常利益   355,422 14.5  353,217 2.9 △2,204  536,276 16.2

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入

 － － － 8,447 8,447 0.1 8,447 － － －

Ⅶ　特別損失            

１．投資有価証券
評価損

 6,249 6,249 0.3  －  －  － △6,249 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

  349,172   361,665 3.0 12,492  530,026 16.1

匿名組合損益
分配額

  －   △32,858 △0.3 △32,858  △21,474 △0.6

税金等調整前
四半期（当
期）純利益

  349,172 14.2  394,523 3.3 45,350  551,501 16.7

法人税、住民
税及び事業税 

 108,600   276,478    291,387   

法人税等調整
額

 28,153 136,753 5.6 3,176 279,654 2.3 142,900 △12,720 278,666 8.4

四半期（当
期）純利益

  212,418 8.6  114,868 1.0 △97,549  272,834 8.3
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(3) 四半期連結剰余金計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

対前四半期比

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

 423,900 423,900 1,482,780 1,482,780 1,058,880 423,900 423,900

Ⅲ　資本剰余金四半期末（期
末）残高

  575,400  2,058,180 1,482,780  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         

四半期（当期）純利
益

 212,418 212,418 114,868 114,868 △97,549 272,834 272,834

Ⅲ　利益剰余金四半期末（期
末）残高

  294,628  469,913 175,284  355,044
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

対前四半期比

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

     

税金等調整前四半期
（当期）純利益

 349,172 394,523  551,501

減価償却費  8,488 52,150  13,275

連結調整勘定償却額  － 52,389  50,819

貸倒引当金の増減額
（減少△）

 7,358 △6,378  7,994

受取利息及び受取配
当金

 △378 △213  △321

匿名組合投資利益  － △20,861  △5,753

支払利息  49,133 204,422  70,069

投資有価証券評価損  6,249 －  6,249

匿名組合損益分配額  － △32,858  △21,474

営業未収金の増減額
（増加△）

 △78,504 29,900  △267,148

販売用不動産の増減
額（増加△）

 △268,502 △9,890,115  △2,013,179

その他たな卸資産の
増減額（増加△）

 12,454 △29,223  △2,786

営業未払金の増減額
（減少△）

 35,517 23,305  54,910

未払消費税等の増減
額（減少△）

 12,936 △24,907  25,068

その他  △96,171 270,480  △52,270

小計  37,754 △8,977,385 △9,015,139 △1,583,044

利息及び配当金の受
取額

 378 20,723  321

利息の支払額  △48,753 △230,405  △68,219

法人税等の支払額  △204,049 △369,102  △204,927

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △214,670 △9,556,170 △9,341,499 △1,855,870
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

対前四半期比

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

 △15,702 △93,022  △31,441

投資有価証券の取得
による支出

 △1,051,060 △2,103,230  △946,000

投資有価証券売却に
よる収入

 50,508 552,301  402,110

貸付による支出  △91,500  －  △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・出資金
の取得による支出

 － －  △477,818

その他  △44,000 △114,066  △57,644

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,151,755 △1,725,018 △573,263 △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

 1,432,670 8,729,303  2,764,500

長期借入れによる収
入

 302,000 700,000  302,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △670,861 △948,311  △716,518

株式の発行による収
入

 739,036 2,952,596  739,008

新株予約権発行によ
る収入

 － 3,000  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,802,845 11,436,588 9,633,743 3,088,900

Ⅳ　現金及び現金同等物に
　
　　係る換算差額　

 － 4,248 4,248 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（減少額△）

 436,419 159,648 △276,770 △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
四半期末（期末）残高

 719,110 436,739 △282,370 277,090
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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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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　11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

　　　 ㈱ゴルフリゾート

　　　 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、㈱ゴルフリゾ

ートについては、当四半期連

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、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、四半期当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、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、四半期当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、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㈲他につい

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㈲、雲南観

光㈲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。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　すべての連結子会社の四半期の末

日は、四半期連結決算日と一致して

おります。

  ㈱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、㈱ゴルフリゾートの第３四

半期の末日は第３四半期連結決算日

と一致しております。なお、ロタ・

リゾート㈲の第３四半期決算日は３

月31日、SNM CORPORATIONの第３四

半期決算日は９月30日であります。

　第３四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㈲

については同日現在の四半期財務諸

表、SNM CORPORATIONについては３

月31日現在で実施した仮決算に基づ

く四半期財務諸表を使用し、第３四

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。

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

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。

　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

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

時価法

 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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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　　８～20年

車両運搬具　　　　    ６年

建物及び構築物　　８～30年

車両運搬具　　　　３～６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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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。 

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

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、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

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。

５．四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 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

前第３四半期連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31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。

―――――― 

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成16年９月１日　至　平成17年５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 485,443 737,677 1,236,351 2,459,472 － 2,459,472

(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 485,443 746,677 1,236,351 2,468,472 (9,000) 2,459,472

営業費用 290,718 669,536 1,091,117 2,051,372 (39,316) 2,012,055

営業利益 194,725 77,141 145,233 417,100 30,316 447,416

　（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

当第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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 780,615 901,420 10,430,525 12,112,562 － 12,112,562

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,202 74,215 － 85,417 (85,417) －

計 791,818 975,635 10,430,525 12,197,980 (85,417) 12,112,562

営業費用 431,487 633,304 10,021,389 11,086,181 320,838 11,407,020

営業利益 360,331 342,331 409,136 1,111,798 (406,256) 705,542

　（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
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前第３四半期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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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 11,932,003 180,559 12,112,562 － 12,112,562

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 930 930 (930) －

計 11,932,003 181,490 12,113,493 (930) 12,112,562

　　　営業費用 10,637,837 367,647 11,005,485 404,685 11,407,020

　　　営業利益（又は営業損失） 1,294,165 (186,157) 1,108,007 (402,465) 705,542

  　（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

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

  　前四半期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。

 　 当四半期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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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 131,089.02円

１株当たり四半期純利

益金額 

 20,047.69円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

 18,514.55円

１株当たり純資産額  68,086.86円

１株当たり四半期純利

益金額 

 1,840.20円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

 1,710.68円

 

 　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四半期連結会

 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

 前四半期連結会

 計期間

前連結会計年度

 

 １株当たり純資

 産額

    26,217.80円

 

 １株当たり四半

 期純利益金額

     4,009.54円

 

 潜在株式調整後

 １株当たり四半

 期純利益金額

 　　3,702.91円

 

 １株当たり純資

 産額

    27,236.97円

 

 １株当たり四半

 期純利益金額

     4,999.55円

 

 潜在株式調整後

 １株当たり四半

 期純利益金額

 　　4,636.47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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期
連結会計期間

(自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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） 212,418 114,868 272,834

　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）
212,418 114,868 272,834

　期中平均株式数（株） 10,595.67 62,422 10,914.35

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千円）  －   － －
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前第３四半期
連結会計期間

(自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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)

　普通株式増加数（株） 877 4,726 854.71

　（うち新株予約権にかかる増加数） (877) (4,726) (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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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）

該当事項はありません。 該当事項はありません。 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株当たり純資 

産額

27,236.97円

１株当たり当期

純利益金額

3,590.02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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前第３四半期連結会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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．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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平成18年８月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年７月14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３四半期の財務・業績概況（平成17年９月１日～平成18年５月31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３四半期 422 83.5 11 △69.6 24 111.5 10 50.0

17年８月期第３四半期 230 － 38 － 11 － 7 －

（参考）17年８月期 339  45  22  11  

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３四半期 172 37 160 24

17年８月期第３四半期 677 09 625 31

（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３四半期

17年８月期  10,914株

62,422

 

株

 

 17年８月期第３四半期

 

10,595

 

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、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であり

　　　　　　ます。

④　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、前年四半期の対前四半期増減率

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）発行しました。

(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３四半期 11,625 4,280 36.8 61,768 87

17年８月期第３四半期 4,056 1,300 32.1 109,625 03

（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３四半期 69,300株 17年８月期第３四半期 11,860株

 17年８月期 11,860株

②　期末自己株式数 18年８月期第３四半期 －株 17年８月期第３四半期 －株 17年８月期 －株

③　売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率であり

ます。

 　　　 ④　当社は平成17年８月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、前年四半期の対前四半期増減率

            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）発行しました。
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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

通期 500 35 15 216 45

　単体業績予想につきましては、概ね予想通り順調に推移しており、現時点において平成18年４月13日に公表いたしま

した業績予想の変更はありません。

　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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４．四半期中間財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

対前四半期
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  553,417   159,083    79,818   

２．営業未収金  120,960   332,555    143,321   

３．繰延税金資産  2,135   7,267    3,869   

４．短期貸付金  1,661,649   
10,106,51

7
   4,084,766   

５．その他  104,646   456,353    151,347   

貸倒引当金  △1,860   △10,830    △4,300   

流動資産合計   2,440,949 60.2  11,050,947 95.1 8,609,998  4,458,824 74.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物  10,576   24,686    18,259   

(2）車両運搬具  4,387   2,987    3,927   

(3）工具器具備
品

 4,315   13,500    9,466   

有形固定資産
合計

 19,279   41,175    31,654   

２．無形固定資産  299   4,830    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

 1,140,830   62,200    1,051,507   

(3）繰延税金資
産

 487   28    446   

(4）その他  102,478   103,032    100,941   

貸倒引当金  △1,140   △70    △1,100   

投資その他の
資産合計

 1,595,864   528,398    1,505,003   

固定資産合計   1,615,442 39.8  574,404 4.9 △1,041,038  1,536,944 25.6

資産合計   4,056,391 100.0  11,625,351 100.0 7,568,959  5,995,768 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．短期借入金  1,270,400   6,035,803    2,806,500   

２．１年以内返済
予定の長期借
入金

 734,636   31,230    704,636   

３．未払法人税等  5,898   14,150    14,659   

４．預り金  488,972   1,177,251    941,431   

５. その他  29,927   31,296    14,303   

流動負債合計   2,529,835 62.3  7,289,732 62.7 4,759,897  4,481,531 74.7
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前第３四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

対前四半期
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  209,581   49,010    195,172   

２．その他  16,822   6,025    14,802   

固定負債合計   226,403 5.6  55,035 0.5 △171,367  209,974 3.5

負債合計   2,756,238 67.9  7,344,768 63.2 4,588,529  4,691,505 78.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   683,900 16.9  2,166,680 18.6 1,482,780  683,900 11.4

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  604,108   2,086,888    604,108   

資本剰余金合計   604,108 14.9  2,086,888 18.0 1,482,780  604,108 10.1

Ⅲ　利益剰余金            

四半期（当
期）未処分利
益

 12,144   27,014    16,254   

利益剰余金合計   12,144 0.3  27,014 0.2 14,869  16,254 0.3

資本合計   1,300,152 32.1  4,280,582 36.8 2,980,429  1,304,263 21.8

負債及び資本合
計

  4,056,391 100.0  11,625,351 100.0 7,568,959  5,995,768 100.0
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(2) 四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

対前四半期
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   230,400 100.0  422,730 100.0 192,330  339,720 100.0

売上総利益   230,400 100.0  422,730 100.0 192,330  339,720 100.0

Ⅱ　販売費及び一般
管理費

  192,258 83.4  411,127 97.3 218,869  294,297 86.6

営業利益   38,141 16.6  11,602 2.7 △26,539  45,422 13.4

Ⅲ　営業外収益   56,454 24.5  210,663 49.8 154,209  82,278 24.2

Ⅳ　営業外費用   82,938 36.0  197,607 46.7 114,668  105,228 31.0

経常利益   11,657 5.1  24,658 5.8 13,000  22,473 6.6

税引前四半期
（当期）純利
益

  11,657 5.1  24,658 5.8 13,000  22,473 6.6

法人税、住民
税及び事業税

 6,000   16,878   10,878 14,400   

法人税等調整
額

 △1,516 4,483 2.0 △2,979 13,898 3.3 △1,462 △3,211 11,188 3.3

四半期（当
期）純利益

  7,174 3.1  10,759 2.5 3,585  11,284 3.3

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

四半期（当
期）未処分利
益

  12,144   27,014  14,869  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
前第３四半期会計期間

（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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

 

 

 

 

(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

(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

(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 

同左

 　　　

(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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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

前第３四半期会計期間

（自　平成16年９月１日

至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31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。

―――――― 

注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年５月31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

 9,254千円

  　２．保証債務

㈱資産管理研究所 100,000千円

  　 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

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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

    受取利息 81,713千円

  ※２．営業外費用のうち主要なもの

  

  

  

  

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

  

  

  

  

有形固定資産 5,691千円

無形固定資産 52千円
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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 109,625.03円

１株当たり四半期純利

益金額

 677.09円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額

 625.31円

１株当たり純資産額 61,768.87円

１株当たり当期純利益

金額 

 172.37円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

 160.24円

 

 　当社は、平成17年10月20日付けで株

 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四半期会計期

 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。

前四半期会計期間 前事業年度

 １株当たり純資

 産額

    21,925.01円

 

 １株当たり四半

 期純利益金額

       135.42円

 

 潜在株式調整後

 １株当たり四半

 期純利益金額

       125.06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

 

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）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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） 7,174 10,759 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）
7,174 10,759 11,284

  期中平均株式数（株） 10,595.67 62,422 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） 877 4,726 854.71
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前第３四半期会計期間
(自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日)

前事業年度
(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

　（うち新株予約権にかかる増加数） (877) (4,726) (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

 ──────

 

 

 ────── ──────

－ 30 －



（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 

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株当たり純資

産額

21,994.32円

１株当たり当期

純利益金額

105.23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

－ 31 －



前第３四半期会計期間
（自　平成16年９月１日
至　平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31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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