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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準 ：中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：有　連結　（新規）１社

④　会計監査人の関与 ：有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況

 （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 ％

19年３月期第１四半期 3,047 △48.2 1,578 △18.6 1,256 △27.4 577 △43.4

18年３月期第１四半期 5,885 ― 1,938 ― 1,730 ― 1,021 ―

（参考）18年３月期 31,461 143.1 9,232 63.3 8,035 52.5 4,628 50.6

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 円 銭

19年３月期第１四半期 797 02 ― ― ― ―

18年３月期第１四半期 42,681 68  (1,707  26) ― ―

（参考）18年３月期 35,193 27  (7,038  65) ― ―

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

３．平成17年９月９日付及び平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割をそれぞれ行っておりま

す。株式分割に伴う影響を加味し、18年３月期第１四半期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり

数値を（　）内に記載しております。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期（平成18年４月１日～平成18年６月30日）における日本経済は原油価格の高騰や金利の動向など先行き

に不透明感があるものの、好調な企業業績を反映して個人消費も堅調に推移し、景気は着実な回復傾向を見せておりま

す。

　不動産業界においては地価が全国平均で15年連続下落しているものの、大都市圏を中心に下げ止まりから一部地域に

おいては上昇の傾向が見えはじめております。このような地価情勢に加えて、不動産については所有と使用の分離が一

層進み不動産証券化市場が着実に拡大を続けている一方で、競合他社との競争環境は激化しつつあります。

　このような経済情勢のもと、当社グループでは、不動産投資顧問事業において引き続きファンドに組入れる優良資産

の積み増しを図るとともに、不動産開発・ソリューション事業においても優良な自社開発物件の新規開拓や計画の推進

に注力するなど、収益機会のさらなる拡大を図ってまいりました。
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　当第１四半期連結会計期間の経営成績は、売上高3,047百万円（対前期比48.2％減）、営業利益1,578百万円（対前期

比18.6％減）、経常利益1,256百万円（対前期比27.4％減）、当期純利益577百万円（対前期比43.4％減）と、対前期比

では減収減益となりましたが、その事業別の内訳は以下のとおりであります。

（不動産投資顧問事業）

　当第１四半期連結会計期間末における当社運営ファンド等の運用資産の取得価格は461,603百万円となり、運用資産の

積み増しが引き続き順調に推移しております。この結果、不動産投資顧問事業における売上高は2,901百万円（対前期比

98.4％増）と前第１四半期連結会計期間を大きく上回る結果となりました。人件費を中心とする営業費用は655百万円

（対前期比321.7％増）となり、営業利益は2,245百万円（対前期比71.8％増）となりました。

（不動産開発・ソリューション事業）

　当第１四半期連結会計期間は、新規物件の取得及び計画中プロジェクトの推進に注力し、不動産開発・ソリューショ

ン事業におけるたな卸資産の残高は51,235百万円と、平成18年３月末と比較して8,925百万円増加いたしました。売上高

は145百万円(対前期比96.7％減）と前第１四半期連結会計期間を下回っておりますが、これは前第１四半期連結会計期

間においては物件の売却に伴う売上が計上されていた一方、当連結会計期間においては不動産開発物件の売却予定が第

２四半期以降に集中しており、当第１四半期連結会計期間中には主な物件の売却が無かったことによるものです。この

結果、営業損失は272百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

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

19年３月期第１四半期 168,048 33,182 19.7 45,753 94

18年３月期第１四半期 29,923 15,251 51.0 575,514 90

（参考）18年３月期 158,985 32,594 20.5 224,788 90

 （注）18年３月期第１四半期及び18年３月期の純資産には、少数株主持分を含めておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

 （百万円未満切捨）

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

19年３月期第１四半期 △10,228 △40 10,968 11,345

18年３月期第１四半期 △3,362 △1,222 6,551 5,364

（参考）18年３月期 △115,669 △1,069 124,028 10,646

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は168,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,062百万円増加しま

した。これは主に、不動産開発・ソリューション事業などにおけるたな卸資産の増加8,710百万円などによるものです。

　負債につきましては134,865百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,482百万円増加しております。これは主に借入

金の増加10,620百万円によるものです。

　純資産につきましては、33,182百万円となり、前連結会計年度末より577百万円増加しております。これは当第１四半

期連結会計期間の第１四半期純利益577百万円によるものです。

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11,345百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は10,228百万円となりました。これは主に税金等調

整前第１四半期純利益1,256百万円の増加要因があった一方、不動産開発・ソリューション事業における自社開発・ソ

リューション物件をはじめとした、たな卸資産の増加8,710百万円および法人税等の支払2,529百万円が減少要因となっ

たことによるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は40百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は10,968百万円となりました。これは主に、借入金

の増加による収入が10,620百万円あったことによるものです。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 （百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,900 2,700 1,600

通期 38,500 8,700 5,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　7,034円48銭

　（注）１．１株当たり予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数725,000株により算出しております。

２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想に

は様々なリスクや不確定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があり

ます。

［業績予想に関する定性的情報等］

　当第１四半期は、不動産投資顧問事業におきましては、運用資産残高の拡大に努め、堅調に収益を積み上げております。

不動産開発・ソリューション事業におきましては、当初計画通り物件引渡しに向け、開発が順調に進行しております。従

いまして、第２四半期以降も当初計画通りの業績を見込み、当期業績予想の変更はございません。
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【四半期連結財務諸表等】

①　四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,364 11,345  10,646

２．営業未収入金 1,364 1,368  1,173

３．たな卸資産 ※４ 17,882 149,402  140,691

４．繰延税金資産 44 ―  221

５．前渡金 ― 1,332  1,289

６．その他 240 144  530

流動資産合計 24,897 83.2 163,593 97.3 138,696 154,552 97.2

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※３ 66 81  82

２．器具備品 ※３ 24 29  29

３．運搬具 ※３ ― 19  22

有形固定資産合計 90 0.3 131 0.1 41 134 0.1

(2）無形固定資産 10 0.0 12 0.0 1 13 0.0

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※1,2 4,638 3,754  3,771

２．出資金 61 96  96

３．敷金保証金 186 358  358

４．繰延税金資産 30 61  52

５．その他 7 40  8

投資その他の資産
合計

4,924 16.5 4,311 2.6 △613 4,285 2.7

固定資産合計 5,025 16.8 4,454 2.7 △571 4,433 2.8

資産合計 29,923 100.0 168,048 100.0 138,125 158,985 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．短期借入金 ※4,5 5,000 102,525  96,843

 
２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※4,5 ― 3,200  ―

３．未払金 109 973  1,412

４．未払法人税等 620 120  2,513

５．繰延税金負債 ― 185  ―

６．賞与引当金 109 178  ―

７．役員賞与引当金 ― ―  250

８．修繕引当金 ― 222  487

９．預り敷金保証金 510 4,910  4,743

10．その他 ※６ 245 824  512

流動負債合計 6,595 22.0 113,140 67.4 106,545 106,762 67.2

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※4,5 8,000 21,228  19,490

２．長期インセンティ
ブ引当金

71 148  130

３．匿名組合出資
　　預り金 

― 348  ―

固定負債合計 8,071 27.0 21,724 12.9 13,653 19,620 12.3

負債合計 14,666 49.0 134,865 80.3 120,198 126,382 79.5

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 5 0.0 ― ― ― 8 0.0

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 4,469 14.9 ― ― ― 11,408 7.2

Ⅱ　資本剰余金 6,427 21.5 ― ― ― 13,659 8.6

Ⅲ　利益剰余金 4,351 14.6 ― ― ― 7,524 4.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2 0.0 ― ― ― 2 0.0

資本合計 15,251 51.0 ― ― ― 32,594 20.5

負債・少数株主持分
及び資本合計

29,923 100.0 ― ― ― 158,985 100.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 ―  11,408 6.8 ― ―  

２．資本剰余金 ―  13,659 8.1 ― ―  

３．利益剰余金 ―  8,101 4.8 ― ―  

  株主資本合計 ―  33,169 19.7 ― ―  

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

―  2 0.0 ― ―  

Ⅲ　少数株主持分 ―  10 0.0 ― ―  

 　 純資産合計 ―  33,182 19.7 ― ―  

 　 負債純資産合計 ―  168,048 100.0 ― ―  

－ 5 －



②　四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,885 100.0 3,047 100.0 △2,838 31,461 100.0

Ⅱ　売上原価 3,260 55.4 3 0.1 △3,256 17,419 55.4

売上総利益 2,625 44.6 3,043 99.9 418 14,041 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 686 11.7 1,465 48.1 779 4,809 15.3

営業利益 1,938 32.9 1,578 51.8 △360 9,232 29.3

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ― 0  0

２．受取配当金 0 0  0

３．賃貸収入 0 ―  0

４．持分法投資利益 ― 10  ―

５．その他 0 0 0.0 4 14 0.5 14 25 25 0.0

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 55 318  541

２．支払手数料 12 10  432

３．上場費用 100 ―  117

４．新株発行費 40 7  125

５．その他 ― 208 3.5 0 336 11.0 127 6 1,222 3.8

経常利益 1,730 29.4 1,256 41.3 △473 8,035 25.5

Ⅵ　特別利益  

１．関係会社株式売却
益

― ― ― ― ― ― ― 72 72 0.2

Ⅴ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 2 ―  4

２．事務所移転費用 1 3 0.1 ― ― ― △3 1 5 0.0

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益

1,726 29.3 1,256 41.3 △469 8,103 25.7

法人税、住民税及
び事業税

602 280  3,569

法人税等調整額 103 705 12.0 398 678 22.3 △26 △95 3,473 11.0

少数株主利益 0 0.0 0 0.0 0 1 0.0

第１四半期（当
期）純利益

1,021 17.3 577 19.0 △443 4,628 14.7

－ 6 －



③　四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

 四半期連結剰余金計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

（参考）前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 ― ―

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発
行

6,427 6,427 13,659 13,659

Ⅲ　資本剰余金第１四半期
（期末）残高

6,427 13,659

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,330 3,330

Ⅱ　利益剰余金増加高

第１四半期（当期）
純利益

1,021 1,021 4,628 4,628

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 ― ― 435 435

Ⅳ　利益剰余金第１四半期
（期末）残高

4,351 7,524

 四半期連結株主資本等変動計算書

 当第１四半期連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30日）           （単位 ： 百万円）

 

株主資本 
評価・換算

差額等
少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金

 平成18年3月31日残高 11,408 13,659 7,524 32,591 2 8 32,602

当第１四半期中の変動額        

当期純利益 ― ― 577 577 ― ― 577

 株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
― ― ― ― △0 2 1

 当第１四半期中の変動額合計 ― ― 577 577 △0 2 579

 平成18年6月30日残高 11,408 13,659 8,101 33,169 2 10 33,182
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④　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益

1,726 1,256  8,103

減価償却費 4 9  31

関係会社株式売却
益

―      ―       △72

連結調整勘定償却 ―      ―       44

賞与引当金の増加
額

109 178  ―      

長期インセンティ
ブ引当金の増加額

10 17  70

受取利息及び受取
配当金

△0 △0  △0

支払利息 55 318  541

営業未収入金の増
減額

△238 △195  171

たな卸資産の増加
額

△1,932 △8,710  △124,746

前渡金の増加額 ―      △43  △1,203

立替金の増減額 12 △17  24

未払金の増減額 △293 △439  583

預り敷金保証金の
増減額

△347 166  3,885

役員賞与の支払額 △245 ―       △245

役員賞与引当金の
増減

―      △250  250

修繕引当金の増減 ―      △264  487

その他 △50 603  233

小計 △1,188 △7,369 △6,180 △111,841

利息及び配当金の
受取額

0 0  0

利息の支払額 △42 △330  △535

法人税等の支払額 △2,131 △2,529  △3,293

営業活動による
キャッシュ・フロー

△3,362 △10,228 △6,866 △115,669
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

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

△6 △3  △74

無形固定資産の取
得による支出

△9 ―       △13

投資有価証券の取
得による支出

△1,001 △1  △18,787

投資有価証券の売
却等による収入

― ―       18,090

出資金の払込によ
る支出

△10 ―       △69

出資金の回収によ
る収入

― ―       24

連結の範囲の変更
を伴う子会社株式
の取得による収入

― ―       70

連結の範囲の変更
を伴う子会社株式
の売却による支出

― ―       △18

子会社株式の取得
による支出

△150 ―       ―

敷金保証金の差入
による支出

△44 △0  △230

その他 △0 △34  △59

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,222 △40 1,182 △1,069

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

△3,890 5,682  87,926

長期借入金による
収入

― 4,938  23,990

長期借入金の返済
による支出

△300 ―       △12,800

匿名組合預り金に
よる収入

― 348      ―

株式の発行による
収入

10,741 ―       24,911

財務活動による
キャッシュ・フロー

6,551 10,968 4,416 124,028

Ⅳ　現金及び現金同等物
に係る換算差額

― ―       ―

Ⅴ　現金及び現金同等物
の増加額

1,966 699 △1,267 7,290

Ⅵ　連結除外に伴う現金
及び現金同等物の減
少額

― ―      ― △41

Ⅶ　現金及び現金同等物
の期首残高

3,397 10,646 7,248 3,397

Ⅶ　現金及び現金同等物
の第１四半期末（期
末）残高

※ 5,364 11,345 5,980 10,646
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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１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈲グローバル・リート・パー

トナーズB号

１．連結子会社の数　７社

主要な連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈲グローバル・リート・パー

トナーズF号

 　　 ㈲エスアイエイキング2号

㈱シンプレクス・リート・　

パートナーズ

　 ㈲グローバル・リート・パー

トナーズF号は、当連結第１四

半期会計期間中に新規に当社グ

ループの自己勘定による不動産

開発事業を開始したため、連結

の範囲に含めております。

１．連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈱シンプレクス・リート・

パートナーズ

 　　  ㈲エスアイエイキング2号

 ㈱シンプレクス・リート・

パートナーズは当連結会計年度

中に設立したため、㈲エスアイ

エイキング2号は当連結会計年

度中に新規に当社グループによ

る不動産投資顧問事業物件を購

入したため、それぞれ連結の範

囲に含めております。

   ㈲グローバル・リート・パー

トナーズB号は、当連結会計年

度中に不動産開発事業が終了し

たため、連結の範囲から除外し

ております。また、㈱グリーン

ヴィスタゴルフ倶楽部は当連結

会計年度中に株式を取得したた

め連結の範囲に含めましたが、

同じく当連結会計期間中に譲渡

したため、連結の範囲から除外

しております。

２．非連結子会社

㈲グローバル・リート・パー

トナーズD号

　非連結子会社は、当社グルー

プが不動産投資顧問事業に関連

してファンド組成を目的として

設立し一時的に保有されている

だけであるため、連結の範囲か

ら除外しております。

２．非連結子会社

該当事項はありません。

 

２．非連結子会社

該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事

項

１．持分法適用の関連会社

　該当事項はありません。

１．持分法適用の関連会社の数

１社

  アマンテス・ゴルフ・アン

ド・リゾーツ投資事業有限責任

組合

１．持分法適用の関連会社

 アマンテス・ゴルフ・アン

ド・リゾーツ投資事業有限責任

組合

アマンテス・ゴルフ・アンド・

リゾーツ投資事業有限責任組合

は、当連結会計年度中に新規に

ゴルフ場再生事業を目的として

設立したため、持分法適用の関

連会社に含めております。

２．持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

 ３.　　　　　─────

２．持分法適用の非連結子会社

　 同左

 ３. 主要な持分法を適用しない関連

　　会社

  ㈱グリーンヴィスタゴルフ倶

楽部は、重要性に乏しいため、

持分法の適用範囲から除外して

おります。

２．持分法適用の非連結子会社

　 同左

 ３．主要な持分法を適用しない関連

　　会社

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の四半期決算

日に関する事項

　連結子会社の決算日は、12月31日

であります。連結財務諸表の作成に

当たって、連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用し

ております。

 連結子会社のうち、㈲グロー

バル・リート・パートナーズA

号および㈲エスアイエイキン

グ2号など６社の決算日は、12

月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用して

おります。

 連結子会社のうち、㈲グロー

バル・リート・パートナーズA

号および㈲エスアイエイキン

グ2号など５社の決算日は、12

月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用して

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

１．有価証券

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。

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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、当社が出資

する匿名組合の損益のうち当社

に帰属する持分相当損益につい

ては、「売上高」に計上すると

ともに「投資有価証券」を加減

する処理を行っております。

 時価のないもの

　同左

 
 

時価のないもの

　同左　

 
 

２．たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

２．たな卸資産

販売用不動産

 個別法を採用しております。

 

（追加情報）

 　当第１四半期連結会計期間より、

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準　第９号　平

成18年７月５日）を早期適用して

おります。これによる損益に与え

る影響はありません。

２．たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

(2）重要な減価償却資産の

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。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

１．有形固定資産

　定率法を採用しております

　ただし、建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

 

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

運搬具　　　　　４年

１．有形固定資産

　定率法を採用しております

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。 

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

 建物　　　　８～22年

 器具備品　　３～20年

 運搬具　　　　　４年

２．無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

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
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

１．貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当第１四

半期連結会計期間の繰入額はあり

ません。

１．貸倒引当金

　　同左

１．貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当連結会

計年度の繰入額はありません。

２．賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

当第１四半期連結会計期間負担額

を計上しております。

２．賞与引当金

　　同左

 ２．　　　──────

３．長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当第１四

半期連結会計期間末の要支給額を

計上しております。

 ４.　　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５.　　　　──────

３．長期インセンティブ引当金

　　同左

 

 

 

 ４.役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を計

上しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５. 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当第１四

半期連結会計年度において負担す

べき費用を引当金として計上いた

しております。

３．長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当連結会

計年度末の要支給額を計上してお

ります。

 ４．役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額を計

上しております。

 （追加情報）

  当連結会計年度より、「役員賞

与の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会実務対

応報告第13号　平成16年3月19

日）に基づき、役員賞与の支給見

込額を役員賞与引当金として計上

しております。

  これにより、当連結会計年度に

おいて販売費及び一般管理費が250

百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ同額少なく計上されてお

ります。

 ５．修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当連結会

計年度において負担すべき費用を

引当金として計上いたしておりま

す。

 （追加情報）

 　　当連結会計年度に取得した不動

　産における大規模修繕工事計画に

　基づき、費用計上見込額を修繕引

　当金として計上しております。

　　これにより、当連結会計年度に

　おいて販売費及び一般管理費が487

　百万円増加し、営業利益、経常利

　益及び税金等調整前当期純利益は

　、それぞれ同額少なく計上されて

　おります。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(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。

　    同左       同左

(5）その他四半期連結財務

諸表作成のための重要

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。

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　販売用不動産のうち、当社が組

成するファンドへ譲渡した不動産

については、売却損益を純額で売

上高に計上しております。

１．消費税等の会計処理

　　同左

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　当社が組成するファンドへ譲渡

した販売用不動産のうち、保有期

間が短期的な不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。 

１．消費税等の会計処理

　　　同左

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　　同左

３．新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

　なお、平成17年６月７日付の一

般募集による新株の発行（3,500

株）は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、当該引受価額

とは異なる発行価格で、一般投資

家に販売するスプレッド方式に

よっております。この方式では、

発行価格と引受価額との差額が引

受手数料となるため、引受証券会

社に対する、引受手数料の支払い

は発生しておりません。

３．新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

３．新株発行費の処理

　  同左

５．四半期連結キャッシュ・

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か月以内に

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１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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（「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）が当第１四半期連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針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。

 

　             ─────

（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（「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。

 

　             ─────

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準　第

９号　平成18年７月５日）を早期適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 

              ─────

 

        　      ─────

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等）

　当第１四半期連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日））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」（企業会計基準適用指針　

第８号　平成17年12月９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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

33,171百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第１四半期連結会計期間における「連結貸借

対照表」の「純資産の部」については、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。

 

              ─────

 

            　  ─────

（連結株主資本等変動計算書に関する会計基準

等）

　当第１四半期連結会計期間より、「株主資本

等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基

準第６号　平成17年12月27日））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」

（企業会計基準適用指針　第９号　平成17年12

月27日）を適用しております。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第１四半期連結会計期間より「連結株主資本

等変動計算書」を作成し、前連結会計年度まで

作成しておりました「連結剰余金計算書」は本

改正により廃止され、当第１四半期連結会計期

間からは作成しておりません。

 

              ─────
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,400百万円までの追加出資を

行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,400百万円までの追加出資を

行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,400百万円までの追加出資を

行います。

※２　非連結子会社に対するものは次のとおり

であります。

投資有価証券

※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券

※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券

   匿名組合出資金 2,529百万円

   株式 150百万円

 計 2,679百万円

（有限責任組合出資金） 1,910百万円

  

（有限責任組合出資金） 1,900百万円

　なお上記には、設立中の会社に対する新

株式払込金150百万円が含まれております。

 

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、14百

万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、44百

万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、37百

万円であります。

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

たな卸資産　　　　　11,684百万円

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

たな卸資産　　　   131,377百万円

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

たな卸資産　　　　  129,126百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金　　　　 　2,700百万円

長期借入金　　　　 　8,000百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 88,025百万円

一年以内返済予定

長期借入金
3,200百万円

長期借入金 21,068百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金　　　　   87,943百万円

長期借入金　　　　   19,490百万円

※５　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当第１四半期連結

会計期間末の借入実行残高は次のとおりで

あります。

※５　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結し

ており、当該契約に基づく当第１四半期連

結会計期間末の借入実行残高は次のとおり

であります。

※５　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結し

ており、当該契約に基づく当連結会計年度

末の借入実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

21,300百万円

借入実行残高 3,200百万円

差引額 18,100百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

130,800百万円

借入実行残高 21,975百万円

差引額 108,825百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

130,800百万円

借入実行残高 15,863百万円

差引額 114,937百万円

※６　消費税の取扱い

　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。

※６　消費税の取扱い

　同左

 ※６　          ─────
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与及び賞与 117百万円

賞与引当金繰入額 109百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
10百万円

支払手数料 86百万円

租税公課 81百万円

業務委託費 79百万円

給与及び賞与 162百万円

支払手数料 35百万円

租税公課 222百万円

業務委託費 346百万円

賞与引当金繰入額 178百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
17百万円

修繕引当金繰入額 42百万円

媒介手数料 300百万円

給与及び賞与 1,007百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
70百万円

役員賞与引当金繰入額  250百万円

修繕引当金繰入額  487百万円

※２　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

※２　          ─────

 

※２　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円

建物 3百万円

器具備品 0百万円

計 4百万円

 　　（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

 　　　当第１四半期連結会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

 　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 145,000 580,000 ― 725,000

 　　　　合計 145,000 580,000 ― 725,000

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

 　　　　合計 ― ― ― ―

 （注）　普通株式の発行済株式総数の増加580,000株は、株式分割による増加であります。

  ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

　３.配当に関する事項

 　 (1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当金の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年６月14日

 定時株主総会
普通株式 435  利益剰余金 3,000  平成18年３月31日 平成18年６月15日

    (2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後

　　　 となるもの

  　　　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成18年３月31日現在）

　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

（5,364百万円）と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額は同額であります。

　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

（11,345百万円）と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額は同額であります。

１．現金及び現金同等物の期末残高（10,646百

万円）と連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額は同額であります。

 

２．株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに株式会社グリーン

ヴィスタゴルフ倶楽部を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式

の取得価額と取得による収入（純額）との関

係は次のとおりです。

 流動資産  1,782百万円 

 連結調整勘定 442百万円 

 流動負債 △38百万円 

 固定負債 △2,186百万円 

 同社株式取得価額 0百万円 

 現金及び現金同等物 63百万円 

差引：同社株式取

得による収入 
63百万円 

  

 ３．株式の売却により連結除外となった会社の

　　資産及び負債の主な内訳

 株式の売却により株式会社グリーンヴィス

タゴルフ倶楽部が連結除外となったことに伴

う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の

売却価額と売却による支出（純額）との関係

は次のとおりです。

 流動資産  1,758百万円 

 連結調整勘定 398百万円 

 流動負債 △42百万円 

 固定負債 △2,186百万円 

 株式売却益 72百万円 

 同社株式売却価額 0百万円 

 現金及び現金同等物 18百万円 

差引：同社株式売

却による支出 
18百万円 
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

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

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

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
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第１四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 52 18 34

ソフト
ウェア

9 3 6

合計 62 21 40

取得価額
相当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第１四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 88 35 53

ソフト
ウェア

15 3 11

合計 104 38 65

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

期末残高
相当額
 
（百万円）

器具備品 107 53 54

ソフト
ウェア

15 2 12

合計 122 55 66

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 18百万円

１年超 22百万円

合計 41百万円

１年内 31百万円

１年超 34百万円

合計 66百万円

１年内 31百万円

１年超 36百万円

合計 68百万円

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 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払利息相当額 1百万円

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、残存価額をゼ

ロ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

　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

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
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

第１四半
期連結貸
借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

第１四半
期連結貸
借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）株式 ― ― ― 0 0 △0 0 0 0

(2）債券

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）その他 9 13 3 18 21 3 16 21 4

合計 9 13 3 19 21 3 17 22 4

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

第１四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

第１四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 110 111 110

匿名組合出資金 1,834 1,710 1,738

合計 1,945 1,821 1,849

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年６月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、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

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
1,462 4,422 5,885 ― 5,885

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 1,462 4,422 5,885 ― 5,885

営業費用 155 3,523 3,679 267 3,946

営業利益 1,307 898 2,206 △267 1,938

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
2,901 145 3,047 ― 3,047

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 2,901 145 3,047 ― 3,047

営業費用 655 417 1,073 395 1,469

営業利益 2,245 △272 1,973 △395 1,578
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
12,558 18,902 31,461 ― 31,461

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 12,558 18,902 31,461 ― 31,461

営業費用 5,960 14,690 20,651 1,577 22,228

営業利益 6,598 4,211 10,810 △1,577 9,232

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループの事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）不動産投資顧問事業・・・・・・・・・・不動産投資ファンドの運営管理

(2）不動産開発・ソリューション事業・・・・自己勘定による不動産投資、不動産仲介

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

前第１四半期連結会計
期間

（百万円）

当第１四半期連結会計
期間

（百万円）

前連結会計年度
（百万円） 主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

267 395 1,577
管理部門にかかる費

用であります。

２．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在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１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在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。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度において、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がないため、該当事項

はありません。

３．海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 575,514円90銭

１株当たり第１四半期純利益金

額
42,681円68銭

１株当たり純資産額 45,753円94銭

１株当たり第１四半期純利益金

額
797円02銭

１株当たり純資産額 224,788円90銭

１株当たり当期純利益金額 35,193円27銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

  当社は、平成18年4月1日付で株式1株につ

き5株とする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

した場合の前第１四半期連結会計期間及び前

連結会計年度における1株あたり情報は、以

下のとおりとなります。

 前第１四半期連結会計

期間
前連結会計年度

1株当たり純資産額

23,020円59銭 

1株当たり純資産額

44,957円78銭 

1株当たり第１四半期

純利益金額

1,707円26銭

 1株当たり当期純利

益金額

7,038円65銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 当社は、平成17年9月9日付で株式1株につ

き5株とする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

した場合の前連結会計年度における1株あた

り情報は、以下のとおりとなります。

 1株あたり純資産額 30,331円06銭 

1株あたり当期純利益 25,070円16銭 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

（追加情報）  

 平成17年６月28日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行する予定であります。

 

(1）平成17年９月９日をもって普通株式１株に

つき５株に分割します。

 

①　分割により増加する株式数  

普通株式　　　　　　　　 106,000株  

②　分割方法  

　平成17年７月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき５株の割合をもって分割し

ます。

 

(2）配当起算日  

平成17年４月１日  

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当第１四半期連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとお

りとなります。

 

当第１四半期
連結会計期間

前連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

115,102円98銭 30,331円06銭

１株当たり第１四半

期純利益金額

１株当たり当期純利

益金額

8,536円33銭 25,070円16銭

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。
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　（注）　１株当たり四半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１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第１四半期（当期）純利益（百万円） 1,021 577 4,628

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（百万円）
1,021 577 4,628

期中平均株式数（株） 23,923 725,000 131,513
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

───── ───── １．株式の分割について

　平成18年4月1日付で株式1株につき5株とす

る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

前連結会計年度および当連結会計年度におけ

る1株当たりの純資産額および当期純利益額

は、以下のとおりとなります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 1株当たり純資産額  1株当たり純資産額

 6,066円 21銭  44,957円 78銭

 1株当たり純利益額  1株当たり純利益額

 5,014円 03銭 7,038円 65銭

 なお、潜在株式調整後

1株当たり純利益につい

ては、潜在株式が存在

しないため記載してお

りません。

 なお、潜在株式調整後

1株当たり純利益につい

ては、潜在株式が存在

しないため記載してお

りません。
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平成19年３月期第１四半期財務・業績の状況（個別）
平成18年７月26日

上場会社名　株式会社　シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ　　（コード番号　8942　東証マザーズ）

（URL　http：//www.simplexinv.com）

問合せ先　　代表者　　役職名　代表取締役社長　　氏名　林　正道

責任者　　役職名　代表取締役副社長　氏名　髙東　雅志　　　　TEL（03）5218－5520

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準 ：中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無

③　会計監査人の関与 ：有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績の進捗状況

 （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 ％

19年３月期第１四半期 3,132 △46.6 1,884 △2.5 1,552 △10.3 770 △24.5

18年３月期第１四半期 5,862 ― 1,931 ― 1,730 ― 1,021 ―

（参考）18年３月期 30,002 132.9 9,344 66.0 8,202 55.6 4,726 53.8

１株当たり四半期（当期）純利益
潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 1,063 37 ― ― ― ―

18年３月期第１四半期 42,681 68 (1,707  26) ― ―

（参考）18年３月期 35,935 68 (7,187 13) ― ―

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

３．平成17年９月９日付及び平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割をそれぞれ行っておりま

す。株式分割に伴う影響を加味し、18年３月期第１四半期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり

数値を（　）内に記載しております。

(2）財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

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

19年３月期第１四半期 161,540 33,462 20.7 46,154 96

18年３月期第１四半期 29,018 15,251 52.6 575,514 90

（参考）18年３月期 155,816 33,127 21.3 228,462 27

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 （百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 11,100 2,600 1,500

通期 35,600 8,600 5,100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,034円48銭

　（注）１．１株当たり予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数725,000株により算出しております。

２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想に

は様々なリスクや不確定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があり

ます。

４．配当状況 

 　　・現金配当

 

 

 １株当たり配当金（円）

 中間配当 期末 年間 

18年３月期 ― 3,000 3,000

 19年３月期（実績） ― ―
―

　19年３月期（予想） ― ―
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【四半期財務諸表等】

①　四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 4,895 4,867  5,849

２．営業未収入金 1,363 1,368  1,169

３．たな卸資産 ※４ 16,410 75,791  72,632

４．前渡金  ― 1,332  1,289

５．繰延税金資産 44 ―  221

６．その他 206 195  206

流動資産合計 22,920 79.0 83,555 51.7 60,635 81,369 52.2

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※３ 66 80  80

２．器具備品 ※３ 24 28  28

３．船舶 ※３ ― 19  22

有形固定資産合計 90 0.3 128 0.1 38 131 0.1

(2）無形固定資産        

　１．ソフトウェア 10  11   12  

　２．その他 0  0   0  

 　 無形固定資産合計 10 0.0 12 0.0 1 12 0.0

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 1,958 1,844  1,871

２．関係会社株式 ※２ 150 310  160

３．その他の関係会
社有価証券

3,607 75,206  71,794

４．出資金 61 96  96

５．敷金保証金 186 325  324

６．繰延税金資産 30 61  52

７．その他 1 1  3

投資その他の資産
合計

5,996 20.7 77,844 48.2 71,847 74,301 47.7

固定資産合計 6,098 21.0 77,985 48.3 71,887 74,446 47.8

資産合計 29,018 100.0 161,540 100.0 132,522 155,816 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．短期借入金 ※4,5 5,000 102,525  96,843

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※4,5 ― 3,200  ―

３．未払金 109 936  944

４．未払法人税等 620 120  2,513

５．繰延税金負債 ― 288  ―

６．賞与引当金 109 178  ―

７．修繕引当金 ― 222  487

８．役員賞与引当金 ― ―  250

９．預り敷金保証金 422 1,867  1,777

10．その他 ※６ 234 541  253

流動負債合計 6,495 22.4 109,880 68.0 103,385 103,069 66.1

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※4,5 7,200 18,050  19,490

２．長期インセンティ
ブ引当金

71 147  129

固定負債合計 7,271 25.0 18,197 11.3 10,926 19,619 12.6

負債合計 13,767 47.4 128,078 79.3 114,311 122,689 78.7

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 4,469 15.4 ― ― ― 11,408 7.3

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 6,427 ―  13,659

資本剰余金合計 6,427 22.2 ― ― ― 13,659 8.8

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 27 ―  27

２．第１四半期（当
期）未処分利益

4,324 ―  8,029

利益剰余金合計 4,351 15.0 ― ― ― 8,056 5.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2 0.0 ― ― ― 2 0.0

資本合計 15,251 52.6 ― ― ― 33,127 21.3

負債資本合計 29,018 100.0 ― ― ― 155,816 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

1. 資本金 ― ― 11,408 7.1 ― ― ―

  ２. 資本剰余金  

(1)資本準備金 ― 13,659  ―

資本剰余金合計 ― ― 13,659 8.4 ― ― ―

  ３. 利益剰余金  

  (1)利益準備金 ― 27  ―

  　(2)その他利益剰余
     　金

 

    繰越利益剰余金 ― 8,365  ―

利益剰余金合計 ― ― 8,392 5.2 ― ― ―

株主資本合計 ― ― 33,460 20.7 ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等  

  １.その他有価証券
     評価差額金

― ― 2 0.0 ― ― ―

  評価・換算差額等合計 ― ― 2 0.0 ― ― ―

純資産合計 ― ― 33,462 20.7 ― ― ―

負債純資産合計 ― ― 161,540 100.0 ― ― ―
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②　四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

対前第１四
半期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,862 100.0 3,132 100.0 △2,730 30,002 100.0

Ⅱ　売上原価 3,260 55.6 1 0.1 △3,258 16,489 55.0

売上総利益 2,602 44.4 3,130 99.9 528 13,513 45.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

670 11.4 1,245 39.8 575 4,168 13.9

営業利益 1,931 33.0 1,884 60.1 △47 9,344 31.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 0 0.0 0 0.0 0 63 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 202 3.5 332 10.6 130 1,205 4.0

経常利益 1,730 29.5 1,552 49.5 △177 8,202 27.3

Ⅵ　特別損失 ※３ 3 0.1 ― ― △3 3 0.0

税引前第１四半期
（当期）純利益

1,726 29.4 1,552 49.5 △173 8,198 27.3

法人税、住民税及
び事業税

602 280  3,568

法人税等調整額 103 705 12.0 501 781 24.9 76 △95 3,472 11.6

第１四半期（当
期）純利益

1,021 17.4 770 24.6 △250 4,726 15.7

前期繰越利益 3,303 ―  3,303

第１四半期（当
期）未処分利益

4,324 ―  8,029

 

  ③　四半期株主資本等変動計算書

  当第１四半期会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30日）                　      （単位 ： 百万円）

 

株主資本 
評価・換算

差額等
純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金

 平成18年3月31日残高 11,408 13,659 8,056 33,124 2 33,127

当第１四半期中の変動額       

剰余金の配当 ― ― △435 △435 ― △435

当期純利益 ― ― 770 770 ― 770

 株主資本以外の項目の当期変動額

（純額）
― ― ― ― △0 △0

 当第１四半期中の変動額合計 ― ― 335 335 △0 335

 平成18年6月30日残高 11,408 13,659 8,392 33,460 2 33,462
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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１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

 

 

 

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。

(1）有価証券

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。

 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、当社が出資す

る匿名組合の損益のうち当社に

帰属する持分相当損益について

は、「売上高」に計上するとと

もに「投資有価証券」又は、

「その他の関係会社有価証券」

を加減する処理を行っておりま

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及び有

限責任組合出資金は個別法に

よっており、当社が出資する匿

名組合の損益のうち当社に帰属

する持分相当損益については、

「売上高」に計上するとともに

「投資有価証券」又は、「その

他の関係会社有価証券」を加減

する処理を行っております。 

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、当社が出資す

る匿名組合の損益のうち当社に

帰属する持分相当損益について

は、「売上高」に計上するとと

もに「投資有価証券」又は、

「その他の関係会社有価証券」

を加減する処理を行っておりま

す。 

(2）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

(2）たな卸資産

販売用不動産

  個別法を採用しております。

 

（追加情報）

 　当第１四半期会計期間より、

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準　第９号　平

成18年７月５日）を早期適用して

おります。これによる損益に与え

る影響はありません。

(2）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

２．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。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　　　　　４年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

 建物　　　　８～22年

 器具備品　　３～20年

 船舶　　　　　　４年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

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
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当第１四

半期会計期間の繰入額はありませ

ん。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当事業年

度の繰入額はありません。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

当期負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

  同左

(2）　　　─────

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき第１四半

期会計期間末の要支給額を計上し

ております。

 (4)        ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5)       ─────

 

(3）長期インセンティブ引当金

  同左

 

 

 

 (4) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

を計上しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当期負担

すべき費用を引当金として計上い

たしております。

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当事業年

度末の要支給額を計上しておりま

す。

 (4) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

を計上しております。

 （追加情報）

  当事業年度より、「役員賞与の

会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会実務対応報

告代13号　平成16年３月19日に

基づき、役員賞与の支給見込額を

役員賞与引当金として計上してお

ります。

  これにより、当事業年度におい

て販売費及び一般管理費が250百

万円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期利益は、そ

れぞれ同額少なく計上されており

ます。

 (5) 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当期負担

すべき費用を引当金として計上い

たしております。

（追加情報）

　当事業年度に取得した不動産に

おける大規模修繕工事計画に基づ

き、費用計上見込額を修繕引当金

として計上しております。

　これにより、当事業年度におい

て販売費及び一般管理費が487百

万円増加し。営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ同額少なく計上されております。

４．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
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．その他四半期財務諸表作

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。

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　販売用不動産のうち、当社が組

成するファンドヘ譲渡した不動産

については、売却損益を純額で売

上高に計上しております。

(1）消費税等の会計処理

   同左

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

  当社が組成するファンドへ譲渡

した販売用不動産のうち、保有期

間が短期的な不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。

(1）消費税等の会計処理

      同左

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

 同左

(3）新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

　なお、平成17年６月７日付の一

般募集による新株の発行（3,500

株）は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、当該引受価額

とは異なる発行価格で、一般投資

家に販売するスプレッド方式に

よっております。この方式では、

発行価格と引受価額との差額が引

受手数料となるため、引受証券会

社に対する、引受手数料の支払い

は発生しておりません。

(3）新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

 

(3）新株発行費の処理

  同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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（「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）が当第１四半期会計期間から同会計基

準及び同適用指針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。

 

　             ─────

（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（「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。

 

　             ─────

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

　当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準　第９号

　平成18年７月５日）を早期適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

　             ─────

 

　             ─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当第１四半期会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日））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」（企業会計基準適用指針　第８

号　平成17年12月９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。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第１四半期会計期間における「貸借対照表」の

「純資産の部」については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。

 

　             ─────

 

　             ─────

（連結株主資本等変動計算書に関する会計基準

等）

　当第１四半期会計期間より、「株主資本等変

動計算書に関する会計基準」（企業会計基準第

６号　平成17年12月27日））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」（企

業会計基準適用指針　第９号　平成17年12月27

日）を適用しております。　　　　　　　　　

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第１四半期会計期間より「株主資本等変動計算

書」を作成し、前会計年度まで作成しておりま

した「剰余金計算書」は本改正により廃止され、

当第１四半期会計期間からは作成しておりませ

ん。

 

　             ─────
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
平成17年６月30日

当第１四半期会計期間末
平成18年６月30日

前事業年度
平成18年３月31日

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,400百万円までの追加出資

を行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,400百万円までの追加出資

を行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,400百万円までの追加出資

を行います。

※２　関係会社株式

　設立中の会社に対する新株式払込金であ

ります。

※２　　　　　　　─────

 

※２　　　　　　　─────

※３　有形固定資産の減価償却累計額

14百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

43百万円

※３　　　　　　　─────

 

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

たな卸資産　　　　　10,784百万円

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

たな卸資産　　　    64,072百万円

※４　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

販売用不動産　　　　61,871百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金　　　　　 2,700百万円

長期借入金　　　　 　7,200百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 30,150百万円

一年以内返済予定

長期借入金
3,200百万円

長期借入金 17,890百万円

 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金57,875百万円の担保に供し

　　ています。

 　　 当該子会社に対する資産

 　　　その他の関係会社有価証券

 　　　　　　　　　　　　　　71,101百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 30,798百万円

長期借入金 19,490百万円

 

 
 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金57,145百万円の担保に供し

　　ています。

 　　 当該子会社に対する資産

 　　　その他の関係会社有価証券

 　　　　　　　　　　　　　　69,072百万円

※５　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当期第１四半期会

計期間末の借入実行残高は次のとおりであ

ります。

※５　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当期第１四半期会

計期間末の借入実行残高は次のとおりであ

ります。

※５　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該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。

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

21,300百万円

借入実行残高 3,200百万円

差引額 18,100百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

130,800百万円

借入実行残高 21,975百万円

差引額 108,825百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

130,800百万円

借入実行残高 15,863百万円

差引額 114,937百万円

※６　消費税等の取扱い

　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。

※６　消費税等の取扱い

　同左

※６　　　　　　　─────

※７　　　　　　　─────

 

 　

※７　　　　　　　─────

　

 　

※７　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　 　 普通株式 500,000株　

 　　発行済株式総数　普通株式 145,000株

※８　　　　　　　─────

 

 

※８　　　　　　　─────

 

 

※８　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規程する

資産の時価を付したことにより増加した純

資産額は2百万円であります。
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

賃貸収入　　　　　　       0百万円

※１　　　　　　─────

 

※１　営業外収益のうち主要なもの

賃貸収入　　　　　　　　 　 0百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　49百万円

上場費用　　　　　　　 　100百万円

新株発行費　　　　　　　　40百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　     315百万円

支払手数料　　　　     　  9百万円

新株発行費　　　　　 　　  7百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　    533百万円

支払手数料　　　　　　 　 426百万円

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

※３　　　　　　─────

 

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円円

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円

事務所移転費用 1百万円 事務所移転費用 1百万円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 　3百万円

無形固定資産　　　　　　　 0百万円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　6百万円

無形固定資産　　　　　　　0百万円

※４　　　　　　─────
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

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

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

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

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
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第１四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 52 18 34

ソフト
ウェア

9 3 6

合計 62 21 40

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第１四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 82 33 48

ソフト
ウェア

13 3 10

合計 95 36 59

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

期末残高相
当額
 
（百万円）

器具備品 76 28 47

ソフト
ウェア

13 1 11

合計 90 30 59

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 18百万円

１年超 22百万円

合計 41百万円

１年内 28百万円

１年超 32百万円

合計 60百万円

１年内 27百万円

１年超 33百万円

合計 60百万円

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 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 7百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 1百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。

     同左       同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース料物件の取得価額相

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。

     同左       同左

（有価証券）

　前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

　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）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 575,514円90銭

１株当たり第１四半期純利益金

額
42,681円68銭

１株当たり純資産額 46,154円96銭

１株当たり第１四半期純利益金

額
1,063円37銭

１株当たり純資産額 228,462円27銭

１株当たり当期純利益金額 35,935円68銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（追加情報）

　平成17年６月28日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように株式分割による新株式を

発行する予定でおります。

(1）平成17年９月９日をもって普通株式１株に

つき５株に分割します。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　 　106,000株

②　分割方法

　平成17年７月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき５株の割合をもって分割し

ます。

(2）配当起算日

平成17年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前事業年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定した場

合の当第１四半期会計期間における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、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき５株とする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

た場合の前第１四半期会計期間及び前事業年度

における１株当たりの情報は、以下のとおりと

なります。

 前第１四半期会計

期間
前事業年度

1株当たり純資産額

23,020円59銭 

1株当たり純資産額

45,692円45銭 

1株当たり第１四半期

純利益金額

1,707円26銭

 1株当たり当期純利

益金額

7,187円13銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　当社は、平成17年９月９日付で株式１株につ

き５株とする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

合の前事業年度における１株当たりの情報は、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 30,331円06銭

１株当たり当期純利益 25,070円16銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

当第１四半期
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

115,102円98銭 30,331円06銭

１株当たり第１四半

期純利益金額

１株当たり当期純利

益金額

8,536円33銭 25,070円16銭

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期順

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり第１四半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１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第１四半期純利益（百万円） 1,021 770 4,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) （－）

普通株式に係る第１四半期純利益（百万円） 1,021 770 4,726

期中平均株式数（株） 23,923 725,000 131,513
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

─────

 

─────

 

１．株式の分割について

　平成18年4月1日付で株式1株につき5株とす

る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

前事業年度および当事業年度における1株当

たりの純資産額および当期純利益額は、以下

のとおりとなります。

 

前事業年度 当事業年度

 1株当たり純資産額  1株当たり純資産額

 6,066円 21銭  45,629円 45銭

 1株当たり純利益額  1株当たり純利益額

 5,014円 03銭  7,187円 13銭

 なお、潜在株式調整後

1株当たり純利益につい

ては、潜在株式が存在

しないため記載してお

りません。

 なお、潜在株式調整後

1株当たり純利益につい

ては、潜在株式が存在

しないため記載してお

りません。
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