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上 場 会 社 名        株式会社毎日コムネット               上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         ８９０８                              本社所在都道府県 東京都 
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代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 伊藤 守 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 小野田 博幸    ＴＥＬ (03) 5218－8908 
決算取締役会開催日 平成 18 年７月 25 日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． １８年５月中間期の連結業績（平成１７年１２月 １日～平成１８年 ５月３１日） 
(1) 連結経営成績                                (百万円未満切捨)   

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

2,511（△22.5）
3,238（ 85.3）

414（   9.0）
380（ 58.8）

350（ △5.4）
370（ 61.0）

17 年 11 月期 6,449 825 748 
 

 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 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

197（ △7.6）
213（ 62.7）

22     00 
23     97 

21     61 
23     48 

17 年 11 月期 464 50     35 49     30 
(注)①持分法投資損益    18年5月中間期     －百万円 17年5月中間期     －百万円 17年11月期   －百万円 
    ②期中平均株式数(連結)18年5月中間期  8,956,580 株 17年5月中間期  8,895,752 株 17年11月期  8,902,715 株 
    ③会計処理の方法の変更   無 
    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 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

6,636 
5,224 

2,742
2,410

41.3 
46.1 

304     91 
270     77 

17 年 11 月期 7,638 2,675 35.0 299     43 
(注)期末発行済株式数(連結) 18年5月中間期  8,992,920 株 17年5月中間期  8,904,000 株 17年11月期  8,936,000 株 
 
(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 5 月中間期 
17 年 5 月中間期 

△1,152 
163 

1,472
△122

△1,018 
86 

923
1,388

17 年 11 月期 △329 △1,076 1,768 1,623
(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  １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)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．１８年１１月期の連結業績予想（平成１７年１２月 １日～平成１８年１１月３０日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 7,200 850 480
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   51 円 37 銭 

※ 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、
様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１ 企業集団の状況 

 当社グループは、株式会社毎日コムネット(当社)及び連結子会社 株式会社学生サービスプ

ラザの 2 社により構成されております。 
 
当社グループは首都圏の大学生を中心とした学生(以下学生等)を対象にクラブやサークル活

動で行われる合宿・研修旅行の企画手配を中心とした旅行業に端を発し、学生等と密接なネッ

トワークを構築しながら、そのニーズを的確に捉え、事業領域を拡大してまいりました。 
首都圏大学への進学者の増加と女子学生の増加による需要の高まりを背景に、学生向けマン

ションの開発、運営管理を行う学生マンション事業は不動産の有効活用に悩む個人･企業の多

様化するニーズに対応しつつ、当社グループの中核事業として全力を傾注する事業戦略を展開

しております。 
一方、スポーツ大会や合宿・研修旅行の企画手配等を行う課外活動支援事業は、学生等にコ

ミュニケーション力といった“社会人基礎力”を求める企業・社会の要請を受け、各大学が課

外活動への注目度を高めつつある中、新たな就職支援事業を目指す｢人材ネットワーク事業｣と

の連携を図りつつ事業の拡大深化を進めております。 
なお、当社グループは当中間期より、事業の方向性を明確にし戦略的投資を促進するため、

これまでの｢学生マンション事業｣｢課外活動支援事業｣｢人材ネットワーク事業｣｢その他事業｣

の 4 セグメントを、｢不動産ソリューション事業｣｢学生生活支援事業｣の 2 セグメントに変更し

ております。 
事業区分と事業内容、また当社グループ内における事業の位置付けは次のとおりであります。 

なお、事業区分及び事業部門・内容と事業の種類別セグメントは同一の区分であります。 
 
新事業区分 

事業区分 事業部門・内容 関係する会社 
【開発部門】 
学生マンションの開発、不動産有効活用

コンサルティング 

 
当社 

不動産ソリューション事業 【学生マンション部門】 
学生マンションの賃貸及び管理 
学生マンションの入居者募集及び仲介 

 
当社 
株式会社学生サー

ビスプラザ 
【課外活動支援部門】 
合宿・研修及び一般旅行、イベントの企

画・運営、スポーツ施設の運営、福利厚

生事業サポートプランの提供 

当社 

学生生活支援事業 
【人材ソリューション部門】 
新卒採用支援（新卒紹介、企業説明会及

び就職関連セミナーの開催） 

 
当社 

従来事業区分 
事業区分 事業内容 関係する会社 

学生マンションの開発、賃貸及び管理 当社 
学生マンション事業 学生マンションの入居者募集及び仲介 株式会社学生サー

ビスプラザ 

課外活動支援事業 合宿・研修旅行、イベントの企画・運営

スポーツ施設の運営 当社 

学
生
支
援
事
業 

人材ネットワーク事業 アルバイト紹介、就職情報提供 当社 

その他事業 一般旅行商品の販売、福利厚生事業サポ

ート「名湯プラン」の提供 当社 
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 事業の系統図を示すと、次のとおりであります。 
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サブリース事業の提案 

一括借上げ（ｻﾌﾞﾘｰｽ） 

物件管理委託 

顧
客 

手配予約 

採用サービスの提供 

当
社
（
毎
日
コ
ム
ネ
ッ
ト
） 

賃貸 

 子会社 
（学生ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ） 

企画・手配サービスの提供 

就職関連情報の提供 

仲介 
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２ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 
当社グループは｢学生支援企業｣という企業コンセプトのもと、学生等の住まい、旅行とい

った需要を捉え、多様化するニーズに的確に応える商品･サービスを開発、提供することに

より、学生等のみならず大学、企業、社会に貢献することを経営目標としております。 
不動産ソリューション事業は、学生等に住まいを提供する一方で、不動産の有効活用を求

める個人・企業に対する学生マンションによる収益事業の提供という側面があります。これ

ら不動産オーナーの様々なニーズへの対応力と開発ノウハウを高めることで、不動産ソリュ

ーションビジネスとしての進化を図ってまいります。また、流動化スキームを活用した独自

の学生マンション開発を推進することで管理戸数の拡大を加速し、事業基盤の強化、安定化

を図ってまいります。 
学生生活支援事業においては、学生等にコミュニケーション力をはじめとする“社会人基

礎力”を求める企業・社会の要請を背景に、各大学が推し進める課外活動活性化のニーズに

応える課外活動支援部門と、企業が求める学生人材とのマッチングサービスを目指す人材ソ

リューション部門との連携を図りながら、学生等と大学、さらには新卒採用企業の課題解決

をはかる学生生活支援ソリューションビジネスへと発展させてまいります。 
 

(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を経営の最重要政策の一つとして位置づけております。安

定的な経営基盤の確保と自己資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定

的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。具体的には、配当性向

について 25％以上を継続的に実施していくことを目標としております。 

内部留保金につきましては、フリーキャッシュフローの増大をめざして自己資本の充実を

図るとともに、企業体質の一層の強化ならびに今後の新規事業等に効果的に役立てていく方

針であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、投資単位の引下げによる株式の流通活性化と投資家層の拡大を図ることは非常に

有用であると考えております。したがいまして、平成 15 年 2 月 3 日より売買単位(1 単元)

を 1,000 株から 100 株へ変更し、また、平成 16 年 7 月 20 日付で 1 株につき 2 株の割合で株

式分割を行いました。これらは、投資単位の引下げにより当社株式の流動性を高めるととも

に、当社株主の増加を図ることを目的としたものであります。今後につきましても、株価の

推移等を勘案し対処してまいります。 

 

(4) 目標とする経営指標 
当社グループは、経常利益の成長を第一の目標にしております。中期的には経常利益 10

億円の目標を掲げております。さらに、株主への利益還元の観点から配当性向について 25％

以上を継続的に実施していくことも目標としております。 
 

(5) 中期的な会社の経営戦略 

 上記基本方針のもと、第一には不動産ソリューション事業を成長の中軸として、引き続き

経営資源の集中投資を行います。第二には課外活動支援から就職支援へと展開する「学生生

活支援事業」の構築を急ぎ、学生生活に不可欠なサービスを包括的に提供するとともに、大

学経営にも貢献する企業体への進化を進めてまいります。 
具体的な各事業の基本戦略は次のとおりであります。 
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①  不動産ソリューション事業 
・ 安定的な入居者が見込まれるエリアへの開発集中 
・ 不動産流動化スキームを活用した開発推進 
・ 金融機関等との連携強化 
・ 開発ノウハウの蓄積 
・ Ｗｅｂサイトの拡充及び大学との連携強化による集客力向上 
・ 入居者である学生等のみならず契約者である保護者サービスの充実 

② 学生生活支援事業 
・ 学生顧客管理の徹底によるリピート率の向上とデータベースの拡充 
・ 地域行政も巻き込んだ学生等の自己実現の｢場｣作り 
・ 新たな就職支援サービスの開始 
・ 大学との連携強化による大学市場ポジションの確保 
 

(6) 会社の対処すべき課題 
 当社グループは引き続き不動産ソリューション事業を成長の中軸として、事業基盤強化と

事業拡大を進めるとともに、もう一つの事業基盤として、課外活動支援から就職支援へと展

開する学生生活支援事業の確立を急ぐことで、｢学生支援企業｣というオンリーワン企業とし

ての価値を高め、大学生市場におけるポジションを強固なものにしていくことが重要です。

そのためには、以下の点を対処すべき課題として認識しております。 

① 学生マンション開発促進のための基盤強化 
大学進学率の向上と地方から首都圏への進学者の増加、女子学生比率の増加により、

学生マンションの需要はますます高まると考えられます。新規学生マンションの開発を

促進、効率化し、よりスピードアップを図ることが、今後の事業拡大には不可欠です。 
したがいまして、より多くの土地オーナー及び不動産を保有する企業に対し事業プラ

ンをご提案するべく、主な情報入手先である金融機関等との協力・連携の強化が重要で

あると考えております。さらには、当社グループが進める不動産流動化のスキームを活

用した新たな開発においては、専門ノウハウの蓄積と人材の確保及び強固で柔軟な組織

体制の構築が重要であると考えております。 
② 大学との連携強化 
   当社グループが取り組むビジネスにおいては、経営改革を進め、収益の多様化を図る

大学との協力、連携により、大学オフィシャル企業として学生層の認知度を高め、信頼

を獲得していくことが不可欠です。そのためにも大学及び大学営利法人との提携ビジネ

ススキームの確立と安定的な関係作りが重要であると考えております。 
③ 各事業間シナジー効果の最大化 

学生支援サービスを複合的に持つ当社グループにとって、各事業間における情報の共

有化を推進し、それぞれのサービスの質的向上を図るとともに各事業間におけるシナジ

ー効果を最大限発揮しうる体制の構築が重要となります。 
 

(7) 親会社等に関する事項 
当社は親会社等を有していないため、該当事項はありません。 
 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 
別途開示しております｢コーポレート・ガバナンスに関する報告書｣に記載のとおりであり

ます。 
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(9) その他、会社の経営上の重要な事項 
当社グループは、不動産ソリューション事業において、機動的かつ安定的な資金調達を可

能とするとともに、事業拡大に向けて不動産物件の取得ならびに不動産流動化事業を加速し、

業績の拡大を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。 
コミットメントライン契約の内容は以下のとおりであります。 

相手先 
融資枠設定
金額(千円)

当中間連結会計期間
末における借入額

(千円) 
契約締結日 契約期間 

株式会社UFJ銀行をアレンジャー 
とする計８金融機関(注)１ 

4,000,000 ― 平成17年３月31日 
平成17年３月31日～
  平成19年３月30日

株式会社三井住友銀行 2,500,000 ― 平成17年４月28日 
平成17年４月28日～
 平成19年４月30日

(注) １ 平成 17 年４月 28 日付で、シンジケーション化による融資枠設定金額の増額契約を締結しており

ます。 

２ 株式会社 UFJ 銀行は、平成 18 年１月１日付で株式会社東京三菱銀行と合併し、株式会社三菱東京

UFJ 銀行となっております。 
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３ 経営成績及び財政状態    

(1) 経営成績 
（当中間連結会計期間の概況） 

当中間連結会計期間の経済環境は、民間設備投資の好転、企業収益の改善など景気回復

が着実なものとなり、依然としてデフレ基調は続くものの堅調に推移いたしました。 

当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、昨年春の大学入学

者数は 60.4 万人、大学生総数は 286.5 万人(文部科学省｢学校基本調査｣による)と過去最高

を更新、少子化時代にあっても大学生数は安定的に推移する一方で大学生のライフスタイ

ルは多様化し、彼らのニーズに応える低廉で高品質なサービスが求められています。この

ような市場環境の中で当社グループは｢学生支援企業｣という企業コンセプトのもと、学生

マンションを提供する｢不動産ソリューション事業｣を成長の中軸に、課外活動支援から就

職支援にいたる｢学生生活支援事業｣との２分野を展開、経営資源の統合・再配分を推し進

めつつ営業基盤の強化と業績の向上に努めてまいりました。 

特に、不動産ソリューション事業については順調に推移いたしております。 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 2,511,064 千円(前年同期比 22.5％減)、営

業利益は 414,353 千円(同 9.0％増)、経常利益は 350,097 千円(同 5.4％減)、中間純利益は

197,088 千円(同 7.6％減)となりました。 

事業別の業績を示すと次のとおりであります。なお、当中間連結会計期間よりセグメン

トを変更しているため、前年同期比の記載については前中間連結会計期間を変更後のセグ

メントに置き換えたものとして算出し記載しております。 
① 不動産ソリューション事業 

首都圏における学生賃貸住宅市場は、地方からの首都圏進学者の増加、女子学生比率

の高まり、セキュリティ意識の浸透などにより、より安全性・快適性が求められており、

学生マンション需要は今後ますます高まるものと予想されます。開発部門におきまして

は、金融機関等との連携によるコンサルティング営業を強化し、個人オーナーのみなら

ず、企業に対しても不動産活用のニーズに応える事業プランを積極的に提案、物件開発

に努めました。その結果、新規サブリース 15 棟 555 戸、新規管理受託 1 棟 64 戸を開発、

一部管理戸数の減少分を差し引き、総管理戸数は 116 棟 4,388 戸(前期末比 14.9％増)

となりました。なお、前年同期に比較して不動産売却の規模が変動したため、開発部門

の売上高は減少しております。 

一方、賃貸・仲介を中心とする学生マンション部門におきましては、仲介専門子会社

｢株式会社学生サービスプラザ｣の営業強化、全国ひとり暮らしＣＬＵＢの創設、新規店

舗出店などが功を奏し、管理物件の入居率は 100％(平成 18 年４月現在)に達し、引き

続き高水準を維持しております。 

その結果、不動産ソリューション事業の売上高は、2,016,247 千円（前年同期比 25.9％

減）となりました。部門別では、開発部門は 250,236 千円(同 79.7％減）、学生マンシ

ョン部門は 1,766,011 千円(同 18.8％増)となりました。 

② 学生生活支援事業 

学生等の合宿・研修関連を中心とする課外活動支援部門につきましては、販促ツール

の拡充や団体種目別営業の推進、大学内への出店などにより、新規顧客の開拓、リピー

ター化の促進に取り組んでまいりました。また、地域行政等と協力し、スポーツ大会や

音楽イベントへの学生誘致による地域活性化にも取り組み、当社グループの学生顧客ネ

ットワークを活かす分野が拡大しております。 

一方、学生生活支援事業において｢出口｣となる就職支援の事業化を目指す人材ソリュ

ーション部門は、これまで進めてきた就職情報誌の発刊、インターンシップ情報の提供、

就職フォーラムの開催などをふまえ、2008 年の新卒採用に向けてクラブ･サークル幹部

学生と企業とをマッチングする採用ビジネスの準備を進めております。 
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その結果、学生生活支援事業の売上高は 494,816 千円(前年同期比 4.4％減)となりま

した。部門別では、課外活動支援部門は 488,406 千円(同 2.1％減)、人材ソリューショ

ン部門は 6,409 千円(同 65.5％減)となりました。 

 

(2) 財政状態 
（キャッシュ・フローの状況） 

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物は、業績が順調に推移

したものの期首残高に比べ 699,196 千円減少し、当中間連結会計期間末の資金残高は

923,908 千円となりました。 

当中間連結会計期間末における各キャッシュ・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） 

営業活動により使用した資金は 1,152,639 千円(前年同期は得られた資金が 163,196 千

円)となりました。これは業績が順調に推移したものの、主にたな卸資産の増加による支出

877,477 千円及びその他営業資産の増加による支出 382,563 千円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） 

投資活動により得られた資金は、1,472,304 千円(前年同期は使用した資金が 122,767 千

円)となりました。これは主に出資の回収による収入 1,481,577 千円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） 

財務活動により使用した資金は 1,018,861 千円(前年同期は得られた資金が 86,281 千円)

となりました。これは主に短期及び長期借入金の返済による支出 905,800 千円及び配当金

の支払 124,591 千円によるものであります。 
 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16 年 11 月期 平成 17 年 11 月期 
平成 18 年
11 月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 53.6 48.4 46.1 35.0 41.3

時価ベースの自己資本比率（％） 219.5 123.5 109.9 111.1 152.5

債務償還年数（年） ― ― 10.8 ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 3.1 ― ―

 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 
 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 ※ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数により算出しております。 
 ※ 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、利払いにつきましては、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。なお、平成 16 年 11 月期(中間及び期末)、平成 17 年 11 月期(期末)及び平
成 18 年 11 月期（中間）の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。 

 

(3) 事業等のリスク 
ａ．不動産ソリューション事業について 

① サブリース契約について 

サブリース契約は不動産オーナーに対して契約の期間(10年～15年間)について入居者

の有無や当社グループの受け取る家賃の額に関係なく毎月定額の家賃を保証する内容と

なっております。当社グループは空室発生や家賃相場下落による業績への影響を低減す

るために当該契約にフリーレント期間(家賃無償期間)条項や一定期間毎の家賃改定条項

を織り込む等施策を講じておりますが、こうした対応が万全とはいえません。このため

空室が長期間かつ大量に発生した場合には当社グループの業績に重大な影響が発生する
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可能性があります。 

② 募集方法及び開発について 

当社グループは地方から首都圏の大学等に進学する高校３年生をターゲットに、毎年

一定期間(10月から翌年３月)に個人、高校宛のＤＭ、もしくは他社媒体雑誌等の広告掲

載により入居者を募集しております。したがって、当該募集行為は期間を限定した反響

型の集客営業であることから、反響数が予想を下回った場合には空室が発生し当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。また、賃貸物件の開発においては建物の

建設期間に８ヶ月以上を要するため、新入学の時期にあわせて計画どおりに工事が進捗

しなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

ｂ．経営成績の変動について 

① 売上総利益率等の低下について 

不動産ソリューション事業は当社グループの他の事業が主に手数料収入を得る事業形

態であるのと相違し、主に売上原価が発生する形態の事業であります。不動産ソリュー

ション事業売上高が当社グループの売上高に占める割合は、過去３期において、平成15

年11月期(連結)63.5％、平成16年11月期(連結)69.0％、平成17年11月期(連結)80.9％と

増加してきており、これが売上総利益率の低下(平成15年11月期(連結)52.3％、平成16年

11月期(連結)49.1％、平成17年11月期(連結)39.9％)の主な要因となっております。 

当社グループでは、首都圏における学生マンションは現在供給不足の状態であると認

識しており、今後ともサブリース物件の開発に注力する方針でありますので、今後にお

いてもグループ全体の売上総利益率が低下することが想定されます。 

② 季節変動性及び第１四半期の経営成績について 

当社グループでは、３月及び４月の入学シーズン時期にあわせた学生マンション入居

者募集や春・夏の合宿・研修旅行等の増加により第２四半期(３月～５月)及び第３四半

期(６月～８月)に、また、不動産ソリューション事業における不動産流動化関連売上に

より第４四半期(９月～11月)に売上高が増加する傾向があります。第１四半期の売上高

の通期売上高に占める割合は、過去３期において、平成15年11月期(連結)15.6％、平成

16年11月期(連結)16.2％、平成17年11月期(連結)11.4％となっております。このような

事情により現在まで恒常的に第１四半期は、営業利益を計上するにいたっておりません。 

③ 不動産売買について 

当社グループは、不動産ソリューション事業の拡大のために不動産売買を行う場合が

あります。これは、当社グループが一時的に不動産を取得し、当社が匿名組合出資する

ＳＰＣ及び法人または個人の投資家の方々へ転売を行った上で、当社グループがサブリ

ース契約にて一括借上を行うといった取引形態に伴うものであります。このような不動

産売買が発生した場合には、売上高が増大するともに売上総利益率、営業利益率が大き

く変動する場合があります。 

ｃ．少子化の影響について 
文部科学省｢学校基本調査｣によると平成17年度における18歳人口は133万人とピークであ

った平成４年度の205万人以降減少しております。この傾向は平成24年度に119万人まで減少

するまで継続するものの、その減少傾向は緩やかとなり、平成25年度は増加に転じるものと

予想されております。 

 しかし、大学生人口は平成17年度には入学者数が60.4万人、大学生総数は286.5万人と過

去最高を記録しております。この要因は深刻な就職難を背景に大学への進学を希望する受験

生の割合が増加していることに加え、大学側の経営確立のための学生確保が重なったものと

考えられます。こうしたことから近年では進学率が上昇(平成７年度35.8％→平成12年度

45.1％→平成17年度50.2％)する結果となっております。 

 当社グループといたしましては当面進学率の上昇傾向は継続するものと認識しており、当

社グループの対象顧客である学生等の人口は安定的に推移し、今後５年～10年程度の中期的
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なスパンでの少子化の進行による影響は少ないものと考えております。しかし、少子化がさ

らに進行し、当社グループの認識とは相違して対象顧客である学生等の人口が急激に減少し

た場合は、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

ｄ．学生等の消費動向に業績が影響を受けることについて 
全国大学生活協同組合連合会｢学生生活実態調査｣によりますと、１ヶ月の生活費は平成17

年度は全国平均で自宅生が57,900円(前年比2.4％増)、自宅外生で121,150円(前年比1.6％

減)となり、前年までの自宅外生の微減傾向は減少幅が縮小し、自宅生については増加に転

じております。当社グループといたしましては、今後の学生等の消費動向に大きな変化はな

いものと認識しておりますが、学生等の消費動向が当社グループの想定し得ない変化を起こ

し、かつ当社グループがこれに対応した対策を講じられない場合には、当社グループの業績

は影響を受ける可能性があります。 

ｅ．法的規制等について 
当社グループは、以下の３つの法的規制等による事業を行っております。 

① 不動産ソリューション事業は、宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣の宅地建物取引

業者としての許可を取得しており、不動産仲介及び売買等の事業を行っております。 

② 学生生活支援事業における課外活動支援部門は、旅行業法に基づく国土交通大臣の旅行

業者としての許可を取得しており、旅行サービス等の販売を行っております。 

③ 学生生活支援事業における人材ソリューション部門は、職業安定法に基づく厚生労働大

臣の有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者としての許可を取得しており、企業

側の新卒採用ニーズと就職希望者として登録された大学生とをマッチングする紹介サー

ビスを予定しております。 

今後、これらの法令等が改正される可能性があり、その場合、当社グループの事業が

制約される可能性があります。 

ｆ．個人情報の保護について 
当社グループは、当社グループ事業の中において、学生生活支援事業の｢みなくるねっと｣

会員情報、アルバイトネット登録会員情報や不動産ソリューション事業の学生マンション部

門のマイコムサポートシステム会員情報等を取得し、利用しております。一方、平成 17 年

４月に施行された｢個人情報の保護に関する法律｣(個人情報保護法)は、当社グループのビジ

ネスにも影響があると考えられ、それに対する取組みを誤れば、企業の存続にも影響する可

能性があります。 
当社グループでは、徹底した情報管理を継続的に行い、高度のセキュリティ技術の活用、

各種社内教育及びガイドラインを充実させ運用管理の徹底を行っております。また、当社は

平成 17 年 11 月にプライバシーマークを取得いたしました。 
しかし、以上のような対策を講じたとしても、個人情報の流出等の重大なトラブルが当社

グループにおいて発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等により、

当社グループの事業及び業績に重大な影響を与える可能性があります。 
 

(4) 通期の見通し 
今後の当社グループを取り巻くわが国の経済環境は、着実な景気回復を背景に堅調に推移

するものと思われます。 
その中で、当社グループは次世代を担う学生層のニーズに応える「学生支援企業」として、

中期的な経営戦略に基づき各事業分野と事業部門をさらに強化しつつ相互のシナジーを高

め、学生、保護者、大学そして企業・社会から信頼される企業をめざしてしてまいります。 
 通期の連結業績見通しにつきましては、売上高 7,200 百万円、経常利益 850 百万円、当期

純利益 480 百万円と増収増益を見込んでおります。 
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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５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 

 
金額(千円) 

 

構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２  1,507,100 1,037,908 1,742,104

２ 受取手形及び 
営業未収金   46,021 31,863 44,271

３ たな卸資産 ※２  934,428 2,429,937 1,552,459

４ 前渡金   ― 821,242 540,399

５ 繰延税金資産   52,636 20,218 65,243

６ その他 ※２  360,124 328,985 301,502

７ 貸倒引当金   △1,552 △1,642 △1,246

流動資産合計   2,898,759 55.5 4,668,511 70.3 4,244,734 55.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び 
  構築物 ※２  330,027 95,376 107,558

(2) 土地 ※２  382,279 ― ―

(3) その他 ※２  12,395 10,304 11,513

有形固定資産 
合計   724,702 105,681 119,072

２ 無形固定資産   13,307 16,473 16,253

３ 投資その他の 
資産   

(1) 投資有価証券 ※２  326,519 509,127 510,985

(2) 差入保証金   631,027 787,298 714,590

(3) 繰延税金資産   95,867 59,721 57,013

(4) その他 ※２  537,032 490,786 1,979,362

(5) 貸倒引当金   △2,272 △1,439 △3,080

投資その他の 
資産合計   1,588,174 1,845,494 3,258,870

固定資産合計   2,326,185 44.5 1,967,649 29.7 3,394,195 44.4

資産合計   5,224,944 100.0 6,636,161 100.0 7,638,930 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 

 
金額(千円) 

 

構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び 
営業未払金   18,687 23,967 19,410

２ 短期借入金 ※２  1,668,000 2,473,000 3,362,000

３ １年内返済予定 
の長期借入金 ※２  34,100 33,600 33,600

４ 未払金   ― 421,856 408,622

５ 賞与引当金   74,767 21,000 97,680

６ その他   516,782 385,928 543,633

  流動負債合計   2,312,336 44.3 3,359,352 50.6 4,464,947 58.5

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金   66,400 32,800 49,600

２ 役員退職慰労 
引当金   135,000 141,600 135,000

３ 引当金   2,198 840 2,340

４ 長期預り敷金   298,093 359,561 311,353

固定負債合計   501,692 9.6 534,802 8.2 498,293 6.5

負債合計   2,814,028 53.9 3,894,155 58.7 4,963,241 65.0

   

(少数株主持分)   

    少数株主持分   ― ― ― ― ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金   658,735 12.6 ― ― 661,601 8.7

Ⅱ 資本剰余金   392,522 7.5 ― ― 395,384 5.2

Ⅲ 利益剰余金   1,356,887 26.0 ― ― 1,607,851 21.0

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   2,770 0.0 ― ― 10,852 0.1

資本合計   2,410,915 46.1 ― ― 2,675,689 35.0

負債、少数株主 
持分及び資本合 
計  

  5,224,944 100.0 ― ― 7,638,930 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年11月30日) 

区分 注記 
番号 

 
金額(千円) 

 

構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 667,374  ―

２ 資本剰余金   ― 401,141  ―

３ 利益剰余金   ― 1,663,835  ―

４ 自己株式   ― △95  ―

 株主資本合計   ― ― 2,732,255 41.2  ― ―

Ⅱ 評価･換算差額等    

１ その他有価証券 
評価差額金   ― 9,750  ―

評価・換算 
差額等合計   ― ― 9,750 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 2,742,006 41.3  ― ―

負債及び純資産
合計   ― ― 6,636,161 100.0  ― ―
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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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

 
区分 
 

注記
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％)

Ⅰ 売上高   3,238,916 100.0 2,511,064 100.0  6,449,602 100.0

Ⅱ 売上原価   1,994,617 61.6 1,188,312 47.3  3,878,996 60.1

売上総利益   1,244,299 38.4 1,322,752 52.7  2,570,605 39.9

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 ※１  864,156 26.7 908,399 36.2  1,744,901 27.1

営業利益   380,142 11.7 414,353 16.5  825,704 12.8

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,381 1,614 4,672 

 ２ その他  1,709 4,090 0.1 1,305 2,919 0.1 3,840 8,513 0.1

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  13,991 21,251 43,647 

 ２ 新株発行費  82 ― 291 

 ３ 借入関係 
手数料  ― 34,471 42,138 

 ４ その他  45 14,119 0.4 11,452 67,175 2.7 82 86,159 1.3

経常利益  370,114 11.4 350,097 13.9  748,058 11.6

Ⅵ 特別利益  

 

 

 １ 固定資産 
売却益 
 

※２ ― ― 95,298 

 ２ 貸倒引当金 
戻入  1,425 1,425 0.0 ― ― ― 838 96,137 1.5

Ⅶ 特別損失    

  １ 固定資産 
売却損 ※３ ― ― 35,933 

 ２ 固定資産 
除却損 ※４ ― 6,083 ― 

 ３ 投資有価証 
券評価損  2,540 2,540 0.0 ― 6,083 0.2 ― 35,933 0.6

税金等調整前 
中間(当期)純 
利益 

  368,999 11.4 344,013 13.7  808,261 12.5

法人税、住民
税及び事業税  168,319 103,851 335,916 

法人税等 
調整額  △12,571 155,747 4.8 43,073 146,925 5.9 8,128 344,045 5.3

中間(当期)純 
利益   213,252 6.6 197,088 7.8  464,216 7.2
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

新株予約権 
少数株主 
持分 

純資産合計

平成17年11月30日残高 
(千円) 

10,852 ― ― ― 10,852 ― ― 2,675,689

中間連結会計期間中の変動額    

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額) 

△1,101 ― ― ― △1,101 ― ― △1,101

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△1,101 ― ― ― △1,101 ― ― 66,316

平成18年５月31日残高 
(千円) 

9,750 ― ― ― 9,750 ― ― 2,742,006

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年11月30日残高 
(千円) 

661,601 395,384 1,607,851 ― 2,664,837

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 5,773 5,757 ― ― 11,530

 剰余金の配当 ― ― △125,104 ― △125,104

 中間純利益 ― ― 197,088 ― 197,088

 自己株式の取得 ― ― ― △95 △95

 利益処分による役員賞与 ― ― △16,000 ― △16,000

中間連結会計期間中の変動額 
合計 

(千円) 
5,773 5,757 55,984 △95 67,418

平成18年５月31日残高 
(千円) 

667,374 401,141 1,663,835 △95 2,732,255
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（4）中間連結剰余金計算書 

 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

 
区分 
 

注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  391,516  391,516

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株式の 
発行  1,006 1,006 3,868 3,868

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高  392,522  395,384

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,253,447  1,253,447

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間(当期)純利益  213,252 213,252 464,216 464,216

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  97,812 97,812 

 ２ 役員賞与  12,000 109,812 12,000 109,812

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高  1,356,887  1,607,851
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（5）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12月１日

 至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロ

ー計算書 

(自 平成16年12月１日

 至 平成17年11月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間(当期)純利益 368,999 344,013 808,261

２ 減価償却費 16,222 11,443 35,751

３ 貸倒引当金の増減額 △1,439 △1,245 △936

４ 賞与引当金の増減額 △7,229 △76,680 15,684

５ 退職給付引当金の増減額 419 △1,500 561

  ６  役員退職慰労引当金の増減額 4,800 6,600 6,600

７ 受取利息及び受取配当金 △2,421 △1,762 △5,811

８ 支払利息 13,991 21,251 43,647

９ 新株発行費 ― 561 291

10 借入関係手数料 ― 34,471 42,138

11 有形固定資産除却損 ― 6,083 ―

12 投資有価証券評価損 2,540 ― ―

13 売上債権の増減額 46,415 14,049 47,357

14 たな卸資産の増減額 △368,987 △877,477 △987,018

15 仕入債務の増減額 3,055 4,557 3,778

16 その他営業資産の増減額 140,017 △382,563 △438,329

17 その他営業負債の増減額 91,260 54,455 467,830

18 未払消費税等の増減額 △10,933 △15,652 757

19 役員賞与の支払額 △12,000 △16,000 △12,000

20 その他 △575 △5,112 △61,374

小計 284,136 △880,505 △32,809

21 利息及び配当金の受取額 1,547 587 3,828

22 利息の支払額 △52,836 △27,423 △45,834

23 新株発行費の支払額 △51 △482 △231

24 借入関係手数料の支払額 ― △5,338 △78,053

25 法人税等の支払額 △69,600 △239,475 △176,802

  営業活動によるキャッシュ・フロー 163,196 △1,152,639 △329,903
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前中間連結会計期間

(自 平成16年12月１日

 至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロ

ー計算書 

(自 平成16年12月１日

 至 平成17年11月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 定期預金の預入による支出 

２ 定期預金の払戻による収入 

３ 有形固定資産の取得による支出 

４ 無形固定資産の取得による支出 

５ 出資の回収による収入 

６ 貸付による支出 

７ 貸付の回収による収入 

８ その他  

 

 

△169,000

169,000

△68,543

△300

―

△56,223

2,299

―

 

△113,000 

118,000 

△931 

△2,200 

1,481,577 

△50,452 

39,356 

△45 

△335,000

335,000

△71,728

△5,600

―

△56,223

52,121

△995,477

  投資活動によるキャッシュ・フロー △122,767 1,472,304 △1,076,908

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 短期借入金の純増加額 

２ 長期借入による収入 

３ 長期借入金の返済による支出 

４ 株式の発行による収入 

５ 配当金の支払額 

94,000

100,000

△12,910

2,017

△96,825

 

△889,000 

― 

△16,800 

11,530 

△124,591 

1,788,000

100,000

△30,210

7,745

△97,054

  財務活動によるキャッシュ・フロー 86,281 △1,018,861 1,768,480

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 126,664 △699,196 361,668

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,261,436 1,623,104 1,261,436

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
1,388,100 923,908 1,623,104
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
すべての子会社を連結しており

ます。 
連結子会社の数  １社 
連結子会社の名称  
株式会社 学生サービスプラザ 

１ 連結の範囲に関する事項 
同左 

１ 連結の範囲に関する事項 
同左 

２ 連結子会社の中間決算日に関す
る事項 
連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま
す。 

２ 連結子会社の中間決算日に関す
る事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項 
連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

３ 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 

３ 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 

３ 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 
① 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 
② 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) 

     時価のないもの 
     移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組合
への出資（証券取引法第２
条第２項により有価証券と
みなされるもの）について
は、組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取
り込む方法によっておりま
す。 

   （追加情報） 
「証券取引法等の一部を

改正する法律」（平成16年
法律第97号）が平成16年６
月９日に公布され、平成16
年12月１日より適用となる
こと及び「金融商品会計に
関する実務指針」（会計制
度委員会報告第14号）が平
成17年２月15日付で改正さ
れたことに伴い、当中間連
結会計期間から投資事業有
限責任組合及びそれに類す
る組合への出資（証券取引
法第２条第２項により有価
証券とみなされるもの）を
投資有価証券として表示す
る方法に変更いたしまし
た。 
なお、当中間連結会計期

間の投資有価証券に含まれ
る当該出資の額は、175,814
千円であります。 

(イ)有価証券 
① 満期保有目的の債券 

同左 
② その他有価証券 
 時価のあるもの 

同左 
 

 
 
 
    時価のないもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

――――― 

(イ)有価証券 
① 満期保有目的の債券 

同左 
② 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) 

      
時価のないもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   （追加情報） 

「証券取引法等の一部を
改正する法律」（平成16年
法律第97号）が平成16年６
月９日に公布され、平成16
年12月１日より適用となる
こと及び「金融商品会計に
関する実務指針」（会計制
度委員会報告第14号）が平
成17年２月15日付で改正さ
れたことに伴い、当連結会
計年度から投資事業有限責
任組合及びそれに類する組
合への出資（証券取引法第
２条第２項により有価証券
とみなされるもの）を投資
有価証券として表示する方
法に変更いたしました。 
なお、当連結会計年度の

投資有価証券に含まれる当
該出資の額は、325,790千円
であります。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(ロ)たな卸資産 
① 販売用不動産 

      個別法による原価法 
② 貯蔵品 

移動平均法による原価法 

(ロ)たな卸資産 
① 販売用不動産 

同左 
② 貯蔵品 

同左 

(ロ)たな卸資産 
① 販売用不動産 

同左 
② 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 

定率法 
ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物附属
設備は除く）については、定
額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 
建物・構築物 ８～47年 
器具備品   ５～20年 

(ロ)ソフトウェア 
自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額
法 

(ハ)長期前払費用 
     定額法 

(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 

定率法 
ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物附属
設備は除く）については、定
額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 
建物・構築物 ８～30年 
器具備品   ５～20年 

(ロ)ソフトウェア 
同左 

 
 
 

(ハ)長期前払費用 
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 
定率法 
ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物附属
設備は除く）については、定
額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 
建物・構築物 ８～47年 
器具備品   ５～20年 

(ロ)ソフトウェア 
同左 

 
 
 

(ハ)長期前払費用 
同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
   新株発行費 
   支出時全額費用処理 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
新株発行費 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
    新株発行費 

同左 
(4) 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勘案
し、回収不能見込額を計上し
ております。 

(ロ)賞与引当金 
従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見積額の期間対
応額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
(イ)貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
(ロ)賞与引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 
(イ)貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
(ロ)賞与引当金 

同左 

(ハ)退職給付引当金 
従業員の退職給付の支出に

備えるため、適格退職年金に
係る将来の従業員退職給付見
込額を基礎とした現在価値相
当額から適格退職年金資産残
高の公正な評価額を控除した
金額を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支払に

備えるため、支給内規を基準
とした当中間連結会計期間末
要支給額を計上しておりま
す。 

(ハ)退職給付引当金 
同左 

 
 
 
 
 
 
(ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

(ハ)退職給付引当金 
同左 

 
 
 
 
 
 
(ニ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に
備えるため、支給内規を基準
とした当連結会計年度末要支
給額を計上しております。 

(5) 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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法
同左 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法
同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

(6) その他中間連結財務諸表作成
のための重要な事項 
消費税等の会計処理方法は税

抜き方式によっております。 

(6) その他中間連結財務諸表作成
のための重要な事項 

同左 
 

(6) その他連結財務諸表作成のた
めの重要な事項 

同左 
 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲 
中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金
同等物)は、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。 

４ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲 

同左 

４ 連結キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 
連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等
物)は、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。 

 

中間連結財務諸表作成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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（平成17年12月９日

企業会計基準委員会 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（平成17年12月９日 企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第８号）を適用して

おります。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

2,742,006千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中

間連結会計期間は、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。 

(株主資本等変動計算書に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「株主資本等変動計算書

に関する会計基準」（平成17年12月27日 企業会計基

準委員会 企業会計基準第６号）及び「株主資本等変

動計算書に関する会計基準の適用指針」（平成17年12

月27日 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針

第９号）を適用しております。 

 中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会

計期間は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成

しております。 
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表示方法の変更 
 

 

追加情報 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が2,976千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

が、2,976千円減少しております。 

――――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が7,920千円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

が、7,920千円減少しております。

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

(中間連結貸借対照表) 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間において営業外収益の「受取配

当金」を区分掲記しておりましたが、重要性がなくな

ったため、当中間連結会計期間の「受取配当金」(40

千円)は、営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。 

(中間連結貸借対照表) 

１ 前中間連結会計期間に流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「前渡金」については、当中間

連結会計期間において総資産の5/100を超えることと

なったため、当中間連結会計期間より区分掲記するこ

とといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の「前渡金」は、2,000

千円であります。 

２ 前中間連結会計期間に流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払金」については、当中間

連結会計期間において総資産の5/100を超えることと

なったため、当中間連結会計期間より区分掲記するこ

とといたしました。 

なお、前中間連結会計期間の「未払金」は、

53,301千円であります。 

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間に営業外費用において区分掲記

しておりました「新株発行費」については、当中間連

結会計期間において営業外費用の10/100以下となった

ため、当中間連結会計期間においては営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当中間連結会計期間の「新株発行費」は、

561千円であります。 
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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５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

286,023千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

46,975千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

51,178千円

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産 
(その他) 

606千円

建物及び構築物 202,052千円

土地 368,065千円

有形固定資産 
(その他) 

411千円

投資有価証券 8,522千円

投資その他の 
資産(その他) 

80,770千円

  計 680,428千円
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産 
(その他) 

409千円

投資有価証券 15,038千円

投資その他の
資産(その他)

58,786千円

  計 94,234千円

 上記に対応する債務 

短期借入金 1,473,000千円
 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

たな卸資産 
(販売用不動産) 

861,780千円

流動資産 
(その他) 

409千円

投資有価証券 14,010千円

投資その他の 
資産(その他) 

1,540,559千円

  計 2,436,758千円

上記に対応する債務 

短期借入金 3,032,000千円
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,638,000千円

１年内返済予定 
の長期借入金 

500千円

 計 1,638,500千円
 

        

 ３ 当社は、安定的な資金調達を

可能にするため取引銀行と長期

コミットメントライン契約を締

結しております。 

   当中間連結会計期間末におけ

る長期コミットメントラインに

係る借入金未実行残高等は次の

とおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
 

 ３           同左  ３ 当社は、安定的な資金調達を

可能にするため取引銀行と長期

コミットメントライン契約を締

結しております。 

   当連結会計年度末における長

期コミットメントラインに係る

借入金未実行残高等は次のとお

りであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
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(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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年５月31日） 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な 

もの 

給料手当 227,826千円

地代家賃 101,225千円

賞与引当金繰入 60,634千円

役員退職慰労 
引当金繰入  

6,600千円

 

 

※２    ――――― 

 

 

 

※３    ――――― 

 

 

 

※４    ――――― 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給料手当 295,577千円

支払手数料 104,721千円

地代家賃 100,256千円

賞与引当金繰入 27,085千円

役員退職慰労 
引当金繰入  

6,600千円

貸倒引当金繰入 804千円

※２    ――――― 

 

 

 

※３    ――――― 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 5,661千円

有形固定資産 
その他(器具備品)

422千円

計 6,083千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

給料手当 491,278千円

地代家賃 195,850千円

賞与引当金繰入 97,680千円

役員退職慰労 
引当金繰入 

6,600千円

 

 

※２ 固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 55,553千円

土地 39,745千円

計 95,298千円

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 9,499千円

土地 26,434千円

計 35,933千円

※４    ――――― 

 

(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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 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 

  現金及び預金勘定 1,507,100千円

  預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△119,000千円

現金及び現金同等物 1,388,100千円
 

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 

  現金及び預金勘定 1,037,908千円

  預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△114,000千円

現金及び現金同等物 923,908千円
 

  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 

  現金及び預金勘定 1,742,104千円

  預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△119,000千円

現金及び現金同等物 1,623,104千円
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

 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 

 

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) 

有形固定 

資産その他 

(器具備品) 

56,681 23,173 33,508 

無形固定資産 

(ソフトウェ

ア) 

57,233 26,533 30,700 

計 113,915 49,706 64,208 

 

 
  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 21,224千円

１年超 43,862千円

合計 65,086千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 15,897千円

減価償却費相当額 15,293千円

支払利息相当額 415千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

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。 

  ・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

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。 

 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 

 

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)

建物及び 

構築物 
24,346 3,130 21,215

有形固定 

資産その他 

(器具備品) 

82,392 32,338 50,054

無形固定資産

(ソフトウェ

ア) 

65,756 29,535 36,221

計 172,495 65,004 107,491

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 33,279千円

１年超 75,967千円

合計 109,246千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 17,526千円

減価償却費相当額 16,710千円

支払利息相当額 1,069千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・    同左 

  

 

・    同左 

 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) 

期末

残高

相当額

(千円)

建物及び 

構築物 
24,346 1,565 22,780

有形固定 

資産その他 

(器具備品) 

82,392 24,186 58,205

無形固定資産 

(ソフトウェ

ア) 

65,756 22,541 43,214

計 172,495 48,293 124,201

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 33,032千円

１年超 92,670千円

合計 125,702千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 34,247千円

減価償却費相当額 33,039千円

支払利息相当額 1,652千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・    同左 

  

 

・    同左 
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(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

区分 中間連結
貸借対照表
計上額 
(千円) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(千円))

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円)) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

国債・地方債等 24,999 24,997 △2 － － － － － －

計 24,999 24,997 △2 － － － － － －

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結 
貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

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 7,771 14,022 6,250 10,311 23,758 13,446 10,311 22,030 11,718

② その他 61,889 60,310 △1,579 61,889 64,885 2,996 61,889 68,471 6,582

計 69,660 74,332 4,671 72,200 88,643 16,442 72,200 90,501 18,300

(注)  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

３ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年５月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年11月30日) 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

 ① その他有価証券 

非上場株式 51,373 94,693 94,693

② 投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資 
175,814 325,790 325,790

計 227,187 420,484 420,484

 



ファイル名:060_H1805_中間決算短信(連結)注記③.doc 更新日時:7/25/2006 10:39:00 AM 印刷日時:06/07/25 11:17 

 - 27 -  

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年５月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間末（平成18年５月31日） 

  当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度末（平成17年11月30日） 

  当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

1 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

 学生マン

ション 

事業 

課外活動

支援事業

人材ネッ

トワーク

事業 

その他 

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高                 

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
2,711,694 447,192 18,579 61,450 3,238,916 － 3,238,916

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

      計 2,711,694 447,192 18,579 61,450 3,238,916 － 3,238,916

営業費用 2,228,876 293,842 16,250 45,449 2,584,418 274,355 2,858,773

営業利益 482,817 153,350 2,328 16,001 654,498 (274,355) 380,142

(注)  １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各区分の事業の内容 

    ⑴ 学生マンション事業・・・・学生マンションの開発、賃貸、管理、入居者募集及び仲介 

    ⑵ 課外活動支援事業・・・・・合宿・研修旅行、イベントの企画・運営 

    ⑶ 人材ネットワーク事業・・・アルバイト紹介、情報配信 

    ⑷ その他事業・・・・・・・・一般旅行商品の販売、福利厚生事業サポート「名湯プラン」の提供 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(274,355千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

 

 

不動産ソリュ

ーション事業

学生生活支援

事業 
計 消去又は全社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高                

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
2,016,247 494,816 2,511,064 － 2,511,064

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － －

      計 2,016,247 494,816 2,511,064 － 2,511,064

営業費用 1,491,196 376,392 1,867,588 229,122 2,096,711

営業利益 525,051 118,424 643,475 (229,122) 414,353

(注)  １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各区分の事業の内容 

    ⑴ 不動産ソリューション事業・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マンシ 

ョンの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

    ⑵ 学生生活支援事業・・・・・・合宿・研修及び一般旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設の運営、 

福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(229,122千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 

従来の「学生マンション事業」は「不動産ソリューション事業」に、「課外活動支援事業」及び「人材

ネットワーク事業」は統合し「学生生活支援事業」に名称を変更しております。また、「その他事業」

は類似性を考慮して変更後のそれぞれのセグメントに含めております。なお、前中間連結会計期間にお

いて当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別ゼグメント情報は、次のとおりであり

ます。 
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前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

 

 

不動産ソリュ

ーション事業

学生生活支援

事業 
計 消去又は全社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高                

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
2,721,538 517,377 3,238,916 － 3,238,916

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － －

      計 2,721,538 517,377 3,238,916 － 3,238,916

営業費用 2,228,876 355,541 2,584,418 274,355 2,858,773

営業利益 492,662 161,836 654,498 (274,355) 380,142

 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

 学生マン

ション 

事業 

課外活動

支援事業

人材ネッ

トワーク

事業 

その他 

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

売上高                 

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
5,219,001 1,061,247 42,758 126,595 6,449,602 － 6,449,602

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － －

      計 5,219,001 1,061,247 42,758 126,595 6,449,602 － 6,449,602

営業費用 4,381,690 602,441 32,893 99,046 5,116,072 507,825 5,623,897

営業利益 837,310 458,805 9,864 27,548 1,333,529 (507,825) 825,704

(注)  １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各区分の事業の内容 

    ⑴ 学生マンション事業・・・・学生マンションの開発、賃貸、管理、入居者募集及び仲介 

    ⑵ 課外活動支援事業・・・・・合宿・研修旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設の運営 

    ⑶ 人材ネットワーク事業・・・アルバイト紹介、就職情報提供 

    ⑷ その他事業・・・・・・・・一般旅行商品の販売、福利厚生事業サポート「名湯プラン」の提供 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(507,825千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

   前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項は

ありません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項は

ありません。 

 
前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項は

ありません。 
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３ 海外売上高 

   前中間連結会計期間(自 平成16年12月１日 至 平成17年５月31日) 

    海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間(自 平成17年12月１日 至 平成18年５月31日) 

    海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

 
前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 
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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12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

１株当たり純資産額 270.77円

１株当たり中間純利益 23.97円
 

１株当たり純資産額 304.91円

１株当たり中間純利益 22.00円
 

１株当たり純資産額 299.43円

１株当たり当期純利益 50.35円
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

23.48円  
 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

21.61円  
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

49.30円
 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日)

中間連結損益計算書(連結損
益計算書)上の中間(当期)純
利益(千円) 

213,252 197,088 464,216

普通株式に係る中間(当期)純
利益(千円) 

213,252 197,088 448,216

普通株主に帰属しない金額の
主要な内訳(千円) 

   

利益処分による役員賞与金 ― ― 16,000

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― 16,000

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

8,895 8,956 8,902

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(千株) 

 新株引受権 157 133 157

 新株予約権 29 31 30

普通株式増加数(千株) 186 164 188

 

(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当社は、販売用不動産の取得を目

的として、取引銀行から借入を行っ

ております。当該借入金の内容は下

記のとおりであります。 

借入日  平成17年６月30日 

返済期日 平成18年６月30日 

借入金額 2,250,000千円 
 

――――― ――――― 
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５ 販売実績 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年５月31日)事業区分 事業部門 

金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

開発部門 1,234,648 38.1 250,236 10.0

学生マンション部門 1,486,889 45.9 1,766,011 70.3不動産ソリューション事業

小計 2,721,538 84.0 2,016,247 80.3

課外活動支援部門 498,798 15.4 488,406 19.4

人材ソリューション部門 18,579 0.6 6,409 0.3学生生活支援事業 

小計 517,377 16.0 494,816 19.7

合計 3,238,916 100.0 2,511,064 100.0

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 ２ 当中間連結会計期間より事業区分の変更を行なっており、前中間連結会計期間につきましては、変更後

の事業区分に組み替えた金額を記載しております。 

 

従来の区分による実績 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年５月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 区分 

金額(千円) 構成比 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

 学生マンション事業 2,711,694 83.7 5,219,001 80.9

 課外活動支援事業 447,192 13.8 1,061,247 16.4

 人材ネットワーク事業 18,579 0.6 42,758 0.7

学
生
支
援
事
業 

小計 3,177,466 98.1 6,323,006 98.0

 その他事業 61,450 1.9 126,595 2.0

合計 3,238,916 100.0 6,449,602 100.0

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 


