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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
    平成 18年７月 31日 

上場会社名 株式会社日本レップ  （コード番号：8992 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.jrep.co.jp/ ）   

代 表 者 名   代表取締役社長 和本清博 

問 合 せ 先       取締役管理部長 溝口和彦 
ＴＥＬ：（03）5288－7531        

 
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 ： 無 
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３月 21日 ～ 平成 18年６月 20日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                          (百万円未満切捨て) 

 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   ％ 

19 年３月期第１四半期     438   －     173  － 172   －      96    － 

18 年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期   1,062     545 537 288 

 

 
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 

19 年３月期第１四半期 5,006   01 4,496  74 

18 年３月期第１四半期 － － 

(参考)18 年３月期   17,407  14 － 

(注) １. 営業収益、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ます。 

２. 前連結会計年度につきましては、第１四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、前第１

四半期の実績及び対前年同期比の増減率は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１四半期のわが国の経済は、設備投資の増加、雇用状況の好転及び個人所得の増加を背

景として、景気は回復基調を持続しました。 

物流業界においては、企業の設備投資と国内外の資本による物流施設への不動産投資は継続

的に行われ、原油価格の高止まり・人件費・賃料等のコスト増などの要因はあるものの、事業

環境は回復基調に移りつつあります。 

当社グループの事業領域である物流不動産及び不動産金融業界においては、不動産の流動化

は活発に行われている一方で、地価の上昇、不動産物件の取得競争の激化など事業環境は厳し

くなってきております。 

このような経済状況のもとで、当社グループは、「物流不動産と不動産金融の融合」を実現す

るため継続して人員増強と業務拡大を図ってまいりました。 

以上の結果、当連結会計期間の業績は、営業収益 438 百万円、営業利益 173 百万円、経常利

益 172 百万円、第１四半期純利益 96百万円となりました。 
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(2) 連結財政状態の変動状況                      (百万円未満切捨て) 

 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 4,496 3,733 83.0 169,706   56 

18 年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期 2,444 1,767 72.3 92,128   89 

（注）18 年３月期につきましては、第１四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、第１四半期連

結財政状態の進捗状況については、記載しておりません。 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                   (百万円未満切捨て) 

 
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 △79   △1,332   1,973   2,510   

18 年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期 511   △118   1,291   1,949   

（注）18 年３月期につきましては、第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんの

で、第１四半期連結キャッシュ・フローの状況については、記載しておりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第 1 四半期会計期間末の総資産は、4,496 百万円（前連結会計年度末比 84.0％増）、純資産

3,733 百万円（前連結会計年度末比 111.2％増）となりました。 

 

（資産の部） 

流動資産は、2,908 百万円（前連結会計年度比 42.1％増）となりました。 

これは主に、平成 18 年６月に東京証券取引所マザーズ市場への株式上場に伴って実施した公

募増資による総額 1,887 百万円の資金調達を行ったこと及び当社グループが管理・運用する物流

不動産ファンドへの総額1,028百万円の投資を行ったこと等により現金及び預金が560百万円増

加したこと、当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドへ貸付けを行ったことにより短

期貸付金が 230 百万円増加したこと等によるものであります。 
 

事業の種類別セグメントの業績 

（不動産仲介関連事業） 

不動産仲介関連事業におきましては、不動産仲介営業を強化するため人員の増強を行い不動

産仲介手数料収入、コンサルティング収入等の売上を計上いたしました。 

この結果、営業収益は 178 百万円、営業利益98百万円となりました。 

 

（アセットマネジメント事業） 

アセットマネジメント事業におきましては、当第１四半期において土地の取得から建築まで行

う開発物件を含め４物件を当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドへ組入れ、アセッ

トマネジメントフィー等を計上いたしました。 

この結果、営業収益は 256 百万円、営業利益151 百万円となりました。 

平成 18年 6月 20 日現在、本事業における運用資産の残高は 34,691百万円となっております。 

 

（その他事業） 

その他事業におきましては、子会社の㈱ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所におい

て、従来から行っている物流不動産マーケットに関連するレポーティング事業、並びに物流に関

連する調査・コンサルティング事業に加え新規事業として損害保険の代理店事業を開始いたしま

した。 

この結果、営業収益は 3百万円、営業損失 14百万円となりました。 
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３．平成 19年３月期の連結業績予想（平成 18年３月21日 ～ 平成 19年３月 20日） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中   間   期 1,019 457    274    

通     期 2,322 1,125    675    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 30,072円 60 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 22,450 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グループで判断したもので

あり、リスクや不確定な要素が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想と異なる可能

性があります。 

固定資産は、1,588 百万円（前連結会計年度比 300.1％増）となりました。 

これは主に、当社グループが管理・運用する物流不動産ファンドを通じて取得した投資用不動

産が 590 百万円増加したこと、匿名組合等への出資により投資有価証券が 438 百万円増加したこ

と等により投資その他の資産が1,135 百万円増加したことによるものであります。その他に有形

固定資産が 34百万円、無形固定資産が 21百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 

（負債の部） 

流動負債は、439 百万円（前連結会計年度比 0.8％増）となりました。 

これは主に、法人税等の納税に伴って未払法人税等が142 百万円減少したこと、金融機関より

借入を行ったことにより短期借入金が100 百万円増加したこと等によるものであります。 

固定負債は、323 百万円（前連結会計年度比 34.6％増）となりました。 

これは、当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドへの物件組入れに伴って敷金を受

入れたことにより預り敷金が 83百万円増加したこと等によるものであります。 

 

（純資産の部） 

純資産は、3,733 百万円（前連結会計年度比 111.2％増）となりました。 

これは主に、平成 18 年６月に東京証券取引所マザーズ市場への株式上場時に実施した公募増

資により資本金が 943 百万円、資本準備金が 943 百万円それぞれ増加したこと等によるものであ

ります。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第１四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、前連結会計

年度と比較して 560 百万円増加し、当第１四半期会計期間末では 2,510 百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況と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、79百万円となりました。 

これは主に、人員増加による人件費等のコスト増により税金等調整前第１四半期純利益は 168

百万円となったこと及び法人税等の納税による支出が 215 百万円あったこと等によるものであり

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、1,332 百万円となりました。 

これは主に、当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドを通じた投資用不動産の取得

による支出が 590 百万円、当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドへの匿名組合出資

438 百万円、短期貸付金 230 百万円の支出があったこと等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、1,973 百万円となりました。 

これは、平成 18 年６月 16 日に東京証券取引所マザーズ市場への株式上場時に実施した公募増

資による新株式の発行による収入が 1,881 百万円、金融機関からの借入による収入が 100 百万円

あったこと等によるものであります。 
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［業績予想に関する定性的情報等］ 

平成 19年３月期の連結業績予想につきましては、平成18年５月 16日に発表いたしましたとお

り変更しておりません。 

不動産仲介関連事業につきましては、平成 18年６月に東京証券取引所マザーズ市場へ上場した

ことによる知名度の向上、営業人員の増強により顧客ニーズに合わせた営業を行っていくことで

営業基盤の更なる強化をはかってまいります。 

アセットマネジメント事業につきましては、物件の取得競争の激化、構造計算書偽装問題及び

長期金利の上昇などのリスクが顕在化してきておりますが、当社グループの特色である物流不動

産に特化した不動産仲介事業との相乗効果を発揮し物流不動産ファンドの組成・運用を行ってま

いります。 

以上の結果、業績見通しにつきましては、連結営業収益 2,322 百万円、連結経常利益 1,125 百

万円、連結当期純利益 675 百万円を見込んでおります。 



－5－ 
 

 

４．連結財務諸表等 

(1）【四半期連結貸借対照表】 

  当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

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   2,510,315   1,949,809  

２．営業未収入金   121,481   71,547  

３．たな卸資産   634   83  

４．繰延税金資産   23,004   19,501  

５．短期貸付金   230,000   －  

６．その他   22,628   6,010  

流動資産合計   2,908,064 64.7  2,046,951 83.8 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  22,165   6,844   

減価償却累計額  1,428 20,736  2,155 4,688  

（2）車両運搬具  8,387   8,387   

減価償却累計額  4,657 3,729  4,334 4,053  

（3）工具器具備品  29,250   9,149   

減価償却累計額  4,110 25,140  2,962 6,186  

有形固定資産合計   49,606 1.1  14,928 0.6 

２．無形固定資産   23,621 0.5  2,553 0.1 

３．投資その他の資産        

（1）投資有価証券   709,696   271,446  

（2）出資金   86,000   26,000  

（3）投資用不動産   590,635   －  

（4）その他   129,090   82,152  

投資その他の資産合計   1,515,422 33.7  379,599 15.5 

固定資産合計   1,588,650 35.3  397,081 16.2 

資産合計   4,496,714 100.0  2,444,032 100.0 
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  当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１. 短期借入金   100,000   －  

２. 未払金   98,155   77,120  

３．未払費用   45,714   28,032  

４．未払法人税等   80,429   222,571  

５．賞与引当金   28,902   －  

６．役員賞与引当金   4,960   －  

７．その他   81,426   108,494  

流動負債合計   439,588 9.8  436,219 17.9 

Ⅱ 固定負債        

１．預り敷金   322,182   238,964  

２．預り保証金   1,400   1,400  

固定負債合計   323,582 7.2  240,364 9.8 

負債合計   763,170 17.0  676,583 27.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   － －  695,000 28.4 

Ⅱ 資本剰余金   － －  675,000 27.6 

Ⅲ 利益剰余金   － －  397,448 16.3 

資本合計   － －  1,767,448 72.3 

負債・資本合計   － －  2,444,032 100.0 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   1,638,500   －  

２．資本剰余金   1,618,500   －  

３．利益剰余金   476,544   －  

株主資本合計   3,733,544 83.0  － － 

純資産合計   3,733,544 83.0  － － 

負債・純資産合計   4,496,714 100.0  － － 
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（2）【四半期連結損益計算書】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益   438,331 100.0  1,062,836 100.0 

Ⅱ 営業原価   138,518 31.6  280,794 26.4 

営業総利益   299,812 68.4  782,042 73.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  126,210 28.8  236,794 22.3 

営業利益   173,601 39.6  545,247 51.3 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息及び配当金  7,210   6   

２．出資分配金  5,902   －   

３．その他  65 13,177 3.0 866 872 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  297   －   

２．新株発行費  5,722   6,597   

３．上場関連費用  8,145   1,710   

４．その他  24 14,189 3.2 － 8,307 0.8 

経常利益   172,589 39.4  537,812 50.6 

Ⅵ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※2 4,009 4,009 0.9 403 403 0.0 

税金等調整前第１ 
四半期(当期)純利益 

  168,579 38.5  537,408 50.6 

法人税、住民税及び 
事業税 

 76,380   261,776   

法人税等調整額  △3,896 72,484 16.6 △12,489 249,286 23.5 

第１四半期(当期) 
純利益 

  96,095 21.9  288,122 27.1 
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（3）【四半期連結剰余金計算書】 

  

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   25,000 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   増資による新株の発行  650,000 650,000 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   675,000 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   116,326 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

   当期純利益  288,122 288,122 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

役員賞与  7,000 7,000 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   397,448 

    
 

 

（4）【連結四半期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３月 21日 至 平成 18年６月 20日）       (単位：千円) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

平成 18年３月 20日残高 695,000 675,000 397,448 1,767,448 1,767,448 

第１四半期中の変動額      

新株の発行 943,500 943,500 － 1,887,000 1,887,000 

役員賞与 － － △17,000 △17,000 △17,000 

第１四半期純利益 － － 96,095 96,095 96,095 

第１四半期中の変動額合計 943,500 943,500 79,095 1,966,095 1,966,095 

平成 18年６月 20日残高 1,638,500 1,618,500 476,544 3,733,544 3,733,544 
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（5）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20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17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第１四半期(当期) 
純利益 

 168,579 537,408 

減価償却費  3,805 4,486 

賞与引当金の増減額（△：減少）  28,902 － 

役員賞与引当金の増減額（△：減少）  4,960 － 

受取利息及び受取配当金  △7,210 △6 

出資分配金  △5,902 － 

支払利息  297 － 

新株発行費  5,722 6,597 

上場関連費用  8,145 1,710 

固定資産除却損  4,009 403 

売上債権の増減額（△：増加）  △4,287 △46,828 

たな卸資産の増減額（△：増加）  △551 704 

未払消費税等の増減額（△：減少）  △42,362 26,840 

未払金の増減額（△：減少）  9,717 53,237 

未払費用の増減額（△：減少）  17,681 13,094 

預り金の増減額（△：減少）  △43,960 48,082 

その他の増減額（△：減少）  △11,349 △940 

役員賞与の支払額  － △7,000 

小計  136,197 637,791 

利息及び配当金の受取額  60 6 

利息の支払額  △297 － 

法人税等の支払額  △215,865 △125,872 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △79,905 511,925 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20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17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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  △40,642 △9,145 

無形固定資産の取得による支出  △22,918 △1,678 

敷金保証金の差入による支出  △48,443 △38,351 

敷金保証金の返戻による収入  1,899 3,514 

預り敷金保証金の預りによる収入  83,218 238,964 

投資有価証券の取得による支出  △438,250 △271,446 

出資金の払込による支出  △60,000 △26,000 

出資分配金・優先出資配当金収入  13,052 － 

短期貸付金の純増減額（△：増加）  △230,000 － 

投資用不動産の取得による支出  △590,635 － 

その他増減額（△：減少）  － △14,668 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,332,719 △118,813 

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（△：減少）  100,000 － 

株式の発行による収入  1,881,278 1,293,402 

上場関連費用の支出  △8,145 △1,710 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,973,132 1,291,692 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  560,506 1,684,804 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,949,809 265,004 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,510,315 1,949,809 
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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 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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 

㈱ジェイ･レップ･ロジスティックス総

合研究所 

ジェイ・レップ・インベストメント㈱ 

 

 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

ジェイ・レップ・Ｂ匿名組合 

(3)上記匿名組合への出資は一時的であるた

め、連結の範囲から除外しております。 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社の名称 

㈱ジェイ･レップ･ロジスティックス総

合研究所 

ジェイ・レップ・インベストメント㈱ 

ジェイ･レップ･インベストメント㈱に

ついては、新規設立のため、当連結会計

年度から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 

該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社 

該当ありません。 

(2)持分法を適用していない非連結子会社及

び関連会社 

ジェイ・レップ・Ｂ匿名組合 

グローバル・リート・パートナーズＦ

号匿名組合 

(3)上記匿名組合への出資は一時的であるた

め、持分法の適用から除外しております。 

該当事項はありません。 

３．連結子会社の四半期決算日

等に関する事項 

すべての連結子会社の四半期決算日は、

四半期連結決算日と一致しております。 

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

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 

①その他有価証券 

時価のないもの  

移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金は、個別法に

よっております。 

なお、当社の計算で営業されている場

合には、匿名組合財産のうち当社持分割

合に相当する部分を、出資者である当社

の資産及び負債として貸借対照表に計上

し、損益計算書についても同様に処理し

ております。 

2. たな卸資産 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

1. 有価証券 

①その他有価証券 

時価のないもの  

移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金は、個別法に

よっております。 

 

 

 

 

 

 

2. たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

（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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 建物        ３～15年 

 工具器具備品  ３～８年 

2. 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、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（３年）に

基づく定額法を採用しております。 

1. 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

2. 無形固定資産 

同左 

(3）重要な繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

新株発行費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 1. 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当第１四半期連結会計

期間の負担額を計上しております。 

2. 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、支給見込額に基づき当第１四半期

に見合う分を計上しております。 

1.      ――――  

 

 

 

2.      ――――  

 

(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。 

同左 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

(6）その他四半期連結財務諸

表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

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、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

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 
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会計処理の変更 

 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間から「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利

益及び税金等調整前第１四半期純利益が、4,960千円減

少しております。 

―――― 

（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から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号）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、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は        

3,733,544千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正による四半期連結貸

借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであり

ます。 

1. 前連結会計年度における「資本の部」は、当第１

四半期連結会計期間から「純資産の部」となり、「純

資産の部」の内訳として「株主資本」を表示してお

ります。 

2. 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は

当第１四半期連結会計期間においては「株主資本」

の内訳科目として表示しております。 

―――― 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月20日） 

1 保証債務 

当社グループがアセットマネジメント契約を締結

している特別目的会社等（以下「借入人」という）が、

金融機関（以下「貸付人」という）からノンリコース

条件のローンによる資金調達を行う際に、ノンリコー

ス条件の例外として、借入人及びアセット・マネージ

ャー並びにそれらの社員、役員・従業員等の詐欺行為

や故意・重過失による不法行為等により貸付人に損害

等が発生した場合、借入人が責任財産又はそれを換価

して得た対価により当該損害等を補償できなかった

部分について補填する補償責任を負っております。 

1 保証債務 

同左 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20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。 

役員報酬    20,850千円 

給料手当等   31,575千円 

    業務委託費    12,764千円 

   旅費交通費   10,096千円 

   消耗品費       9,329千円 

 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

   役員報酬    67,980千円 

    給料手当等   65,116千円 

   旅費交通費   14,938千円 

   顧問料        12,059千円 

   業務委託費    11,731千円 

※2 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物        4,009千円 

 

※2 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物         288千円 

 車両運搬具      114 千円  

    合計         403 千円 

 

（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３月 21日 至平成18年６月20日） 

1．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期連結会

計期間末 

普通株式（株） 19,000 3,000 － 22,000 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

公募増資に伴う新株発行による増加  3,000 株 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年６月20日現在） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月20日現在） 

 現金及び現金同等物の四半期連結会計年度末残高   

（2,510,315千円）と連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額は同額であります。 

 

 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高 

（1,949,809 千円）と連結貸借対照表に掲載されている

科目の金額は同額であります。 

 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当社グループが保有するリース物件１件当たりの金額

が少額であるため、注記を省略しております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18年３月 21日 至平成18年６月20日） 

時価評価されていない有価証券の内容 

区 分 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券  

 匿名組合出資金 709,646 

 非上場優先出資 50 

合 計 709,696 

 

前連結会計年度（自平成17年３月 21日 至平成18年３月 20日） 

時価評価されていない有価証券の内容 

区 分 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券  

 匿名組合出資金 271,396 

 非上場優先出資 50 

合 計 271,446 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っており 

ませんので、該当事項はありません。 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年３月 21日 至 平成 18年６月 20日） 

１. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 
平成17年４月13日 
臨時株主総会 

平成17年６月24日 
臨時株主総会 

平成18年２月27日 
臨時株主総会 

付与対象者の区分及び
人数（名） 

① 当社役員    3 名 

② 当社従業員  15 名 

③ 入社予定者   2 名 

④ 外部協力者   2 名 

① 当社及び子会社役員 

         7 名 

② 当社従業員   4 名 

③ 入社予定者   4 名 

④ 出向受入予定者 1名 

⑤ 外部協力者   1 名 

① 当社役員    2 名 

② 当社従業員  19 名 

③ 当社受入出向者 2名 

④ 入社予定者  11 名 

株式の種類及び付与数 普通株式    500 株 普通株式   1,500 株 普通株式    500 株 

付与日 平成17年５月30日 平成17年８月30日 平成18年３月13日 

権利確定条件 
権利確定条件は付さ

れておりません。 

権利確定条件は付さ

れておりません。 

権利確定条件は付さ

れておりません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定め

はありません。 

対象勤務期間の定め

はありません。 

対象勤務期間の定め

はありません。 

権利行使期間 
平成19年４月14日から 

平成25年４月13日まで 

平成19年６月25日から 

平成25年６月24日まで 

平成20年２月28日から 

平成26年２月27日まで 

 

②ストック・オプションの規模及びその変動状況 

イ．ストック・オプションの数                           （単位：株） 

会社名 提出会社 

決議年月日 
平成17年４月13日 
臨時株主総会 

平成17年６月24日 
臨時株主総会 

平成18年２月27日 
臨時株主総会 

権利確定前    

 期首 500 1,500 500 

 付与 － － － 

 失効 － － － 

未確定残 500 1,500 500 

権利確定後    

 期首 － － － 

 権利確定 － － － 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 
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ロ．単価情報                                    （単位：円） 

会社名 提出会社 

決議年月日 
平成17年４月13日 
臨時株主総会 

平成17年６月24日 
臨時株主総会 

平成18年２月27日 
臨時株主総会 

権利行使価格 25,000 25,000 680,000 

行使時平均株価 － － － 

付与日における 
公正な評価単価 

－ － － 

 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18年３月 21日 至平成 18年６月 20日） 

 
不動産仲介 
関連事業 
（千円） 

アセットマネ
ジメント事業 

（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．営業収益及び営業利益       

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 178,927 256,031 3,372 438,331 － 438,331 

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高 

－ － 500 500 （500) － 

計 178,927 256,031 3,872 438,831 （500) 438,331 

営業費用 80,356 104,162 18,633 203,153 61,576 264,729 

営業利益(又は営業損失) 98,570 151,868 △14,760 235,677 （62,076) 173,601 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２. 各事業の主な業務内容 

     (1) 不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務 

     (2) アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成及び管理事業 

     (3) その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関連する調査・

コンサルティング事業等 

  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の金額は 62,076 千円であり、その主なも

のは提出会社の管理部門にかかる費用であります。 
 

前連結会計年度（自平成 17年３月21日 至平成 18年３月 20日） 

 
不動産仲介 
関連事業 
（千円） 

アセットマネ
ジメント事業 

（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．営業収益及び営業利益       

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 588,767 446,787 27,280 1,062,836 － 1,062,836 

(2）セグメント間の内部営業収
益又は振替高 

－ － 5,000 5,000 （5,000) － 

計 588,767 446,787 32,280 1,067,836 （5,000) 1,062,836 

営業費用 235,894 93,422 20,841 350,157 167,431 517,588 

営業利益(又は営業損失) 352,872 353,365 11,439 717,678 （172,431) 545,247 

  



 

－  － 
 

19 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２. 各事業の主な業務内容 

     (1) 不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務 

     (2) アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成及び管理事業 

     (3) その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関連する調査・

コンサルティング事業等 

  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の金額は 172,431千円であり、その主な

ものは提出会社の管理部門にかかる費用であります。 

    
【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間及び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。 

 

【海外営業収益】 

当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外営業収益がないため、該当事項はありま

せん。 

  

（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１株当たり純資産額 169,706.56円 

１株当たり第１四半期純利益金額 5,006.01円 

潜在株式調整後１株当たり 
第１四半期純利益金額 

4,496.74円 

 

１株当たり純資産額 92,128.89円 

１株当たり当期純利益金額 17,407.14円 

 
 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、

記載しておりません。 

 （注） １株当たり当第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。 

 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日) 

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額   

第１四半期(当期)純利益（千円） 96,095 288,122 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 17,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－） (17,000） 

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益（千円） 96,095 271,122 

期中平均株式数（株） 19,196 15,575 

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額   

第１四半期(当期)純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 2,174 － 

（うち新株予約権） （2,174） (－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 

至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

1. 新株の発行 

 （第三者割当増資） 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザー

ズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出し

に関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した野村證

券株式会社が売出人となり、当社普通株式450株の売出し

（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」）を

行いました。 

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメントに

よる売出しに関連して、平成18年５月16日及び平成18年

５月30日開催の取締役会に基づき、野村證券株式会社を

割当先として行ったものであり、その概要は次のとおり

であります。 

① 発行新株式数 普通株式           450株 

② 割当価格 １株につき      629,000円 

③ 発行価額 １株につき      561,000円 

④ 資本組入額 １株につき      314,500円 

⑤ 払込金額の総額             283,050,000円 

⑥ 払込期日 平成18年７月18日 

⑦ 配当起算日 平成18年３月21日 

⑧ 割当先 野村證券株式会社 

⑨ 資金の使途 当社グループが管理・運用す

るファンドにおいて当社グル

ープ自らが匿名組合出資等を

行うための投資資金 

 

1. 新株の発行 

（公募増資） 

 当社株式は、平成18年６月16日に東京証券取引所マザ

ーズへ上場いたしました。上場にあたり、平成18年５月

16日及び平成18年５月30日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年６月15日に

払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年６月15日付で資本金は1,638,500

千円、発行済株式総数は22,000株となりました。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    3,000株 

③ 発行価格 ：１株につき   680,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき   629,000円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき   561,000円 

(資本組入額  314,500円) 

⑥ 発行価額の総額 ：1,683,000千円 

⑦ 払込金額の総額 ：1,887,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：  943,500千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年６月15日 

⑩ 配当起算日 ：平成18年３月21日 

⑪ 資金の使途 ：当社グループが管理・運用

するファンドにおいて当社グ

ループ自らが匿名組合出資等

を行うための投資資金 

 

（第三者割当増資） 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザー

ズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出

しに関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した野村

證券株式会社が売出人となり、当社普通株式450株の売

出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」）

を行います。 

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメント

による売出しに関連して、平成18年５月16日及び平成18

年５月30日開催の取締役会に基づき、野村證券株式会社

を割当先として行うものであり、その概要は次のとおり

であります。 
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当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 

 

 

 

 

① 発行新株式数 普通株式          450株 

② 割当価格 １株につき      629,000円 

③ 発行価額 １株につき      561,000円 

④ 資本組入額 １株につき      314,500円 

⑤ 払込金額の総額            283,050,000円 

⑥ 払込期日 平成18年７月18日 

⑦ 配当起算日 平成18年３月21日 

⑧ 割当先 野村證券株式会社 

⑨ 資金の使途 当社グループが管理・運用す

るファンドにおいて当社グル

ープ自らが匿名組合出資等を

行うための投資資金 
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平成 19 年３月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成 18年７月 31日 

上場会社名 株式会社日本レップ  （コード番号：8992  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.jrep.co.jp/ ）   

代 表 者 名   代表取締役社長 和本清博 

問 合 せ 先       取締役管理部長 溝口和彦 
ＴＥＬ：（ 03 ）5288 ― 7531        

 
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３月 21日 ～ 平成 18年６月 20日） 
(1) 経営成績の進捗状況                          (百万円未満切り捨て) 

 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   ％ 

19 年３月期第１四半期     287   －      31  － 30   －      16     － 

18 年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期    748  240 233 124 

 

 
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 

19 年３月期第１四半期 861   45   773  81 

18 年３月期第１四半期 － － 

(参考)18 年３月期    6,872   96 － 

 (注) 1. 営業収益、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ます。 
2. 18年３月期につきましては、第１四半期財務諸表を作成しておりませんので、前第１四半期

の実績及び対前年同期比の増減率は記載しておりません。 

 
 (2) 財政状態の変動状況                      (百万円未満切り捨て) 

 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 4,118 3,490 84.8  158,654    30 

18 年３月期第１四半期 － － － － 

(参考)18 年３月期 2,114 1,603 75.9 83,518    84 

（注）18 年３月期につきましては、第１四半期財務諸表を作成しておりませんので、前第１四半期の

財政状態の進捗状況については記載しておりません。 



－  － 

 

 

2 

３．平成 19年３月期の業績予想（平成 18年３月 21日 ～ 平成 19年３月 20日） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 945 383    230    

通     期 2,176 978    587    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 26,157 円 10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 22,450 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で判断したものであり、リスクや不確

定な要素が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想と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） 

 中間期末 期末 年間 
平成 18年３月期 ― ― ― 

平成 19年３月期（実績） ― ― ― 

平成 19年３月期（予想） ― ― ― 
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１【個別財務諸表等】 
(1）【第１四半期貸借対照表】 

  当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

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   2,368,655   1,800,060  

２．営業未収入金    81,004   14,497  

３．貯蔵品   634   83  

４．短期貸付金   230,000   －  

５．繰延税金資産   18,119   7,227  

６．その他   30,389   6,010  

流動資産合計   2,728,804 66.3  1,827,879 86.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

（1）建物  22,165   6,844   

減価償却累計額  1,428 20,736  2,155 4,688  

（2）車両運搬具  8,387   8,387   

減価償却累計額  4,657 3,729  4,334 4,053  

（3）工具器具備品  29,250   9,149   

減価償却累計額  4,110 25,140  2,962 6,186  

有形固定資産合計   49,606 1.2  14,928 0.7 

２．無形固定資産   23,621 0.5  2,553 0.1 

３．投資その他の資産       

（1）投資有価証券    515,500  165,500  

（2）出資金   86,000  26,000  

（3）投資用不動産   590,635  －  

（4）その他   124,090  77,152  

投資その他の資産合計   1,316,225 32.0 268,652 12.7 

固定資産合計   1,389,454 33.7 286,134 13.5 

資産合計   4,118,259 100.0 2,114,014 100.0 
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  当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．短期借入金   100,000   －  

２．未払金   92,929   79,021  

３．未払費用   45,305   27,677  

４．未払法人税等   25,445   70,438  

５．賞与引当金   28,902   －  

６．役員賞与引当金   4,960   －  

７．その他   74,957   92,655  

流動負債合計   372,500 9.0  269,792 12.7 

Ⅱ 固定負債        

１．預り敷金   253,964   238,964  

２．預り保証金   1,400   1,400  

固定負債合計   255,364 6.2  240,364 11.4 

負債合計   627,864 15.2  510,156 24.1 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   － －  695,000 32.9 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  －   675,000   

資本剰余金合計   － －  675,000 31.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  －   200   

２．当期未処分利益  －   233,658   

利益剰余金合計   － －  233,858 11.1 

資本合計   － －  1,603,858 75.9 

負債・資本合計   － －  2,114,014 100.0 

        
 



－  － 
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  当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

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   1,638,500 39.8  － － 

２．資本剰余金        

（1）資本準備金  1,618,500   －   

資本剰余金合計   1,618,500 39.3  － － 

３．利益剰余金        

（1）利益準備金  200   －   

（2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  233,194   －   

利益剰余金合計   233,394 5.7  － － 

株主資本合計   3,490,394 84.8  － － 

純資産合計   3,490,394 84.8  － － 

負債・純資産合計   4,118,259 100.0  － － 

        
 



－  － 
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(2) 【第１四半期損益計算書】 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年３月21日 
 至 平成18年３月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益   287,098 100.0  748,577 100.0 

Ⅱ 営業原価   139,018 48.4  285,794 38.2 

営業総利益   148,079 51.6  462,783 61.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   116,407 40.6  221,998 29.6 

営業利益   31,671 11.0  240,784 32.2 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息及び配当金  7,210   536   

２．出資分配金  5,902   －   

３．その他  63 13,175 4.6 865 1,402 0.2 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  297   －   

２．新株発行費  5,722   6,597   

３．上場準備費用  8,145   1,710   

４．その他  24 14,189 4.9 － 8,307 1.1 

経常利益   30,657 10.7  233,879 31.3 

Ⅵ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※1 4,009 4,009 1.4 403 403 0.1 

税引前第１四半期 
(当期)純利益 

  26,647 9.3  233,475 31.2 

法人税、住民税及び 
事業税 

 21,397   109,642   

法人税等調整額  △11,285 10,111 3.5 △216 109,426 14.6 

第１四半期（当期） 
純利益 

  16,536 5.8  124,048 16.6 

前期繰越利益      109,609  

第１四半期（当期） 
未処分利益 

     233,658  
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（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３月21日 至 平成18年６月20日）          (単位：千円) 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利

益剰余金 

 
資本金 

資本 

準備金 

利益 

準備金 繰越利益

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月20日残高 695,000 675,000 200 233,658 233,858 1,603,858 1,603,858 

第１四半期会計期間中

の変動額 
       

新株の発行 943,500 943,500 － － － 1,887,000 1,887,000 

役員賞与 － － － △17,000 △17,000 △17,000 △17,000 

第１四半期純利益 － － － 16,536 16,536 16,536 16,536 

第１四半期会計期間中

の変動額合計 
943,500 943,500 － △463 △463 1,886,536 1,886,536 

平成18年６月20日残高 1,638,500 1,618,500 200 233,194 233,394 3,490,394 3,490,394 

 

 



－  － 
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 （4）【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 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月21日 
   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１.有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金は、個別法

によっております。 

なお、当社の計算で営業されている

場合には、匿名組合財産のうち当社持

分割合に相当する部分を、出資者であ

る当社の資産及び負債として貸借対

照表に計上し、損益計算書についても

同様に処理しております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ただし、匿名組合出資金は、個別法

によっております。 

２.たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 

３．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

です。 

      建物       ３～15年 

   工具器具備品   ３～８年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、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

（３年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 

新株発行費 

同左 

５．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当第１四半

期会計期間の負担額を計上しており

ます。 

(2) 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、支給見込額に基づき当

第１四半期会計期間に見合う分を計

上しております。 

(1)           ―――― 

 

 

 

(2)           ――――  

 

 

６．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 



－  － 
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項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月21日 
   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

７. 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 

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、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

 

 

会計処理の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 
  至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

（役員賞与に係る会計基準） 

当第１四半期会計期間から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が、4,960千円減少して

おります。 

―――― 

（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１四半期会計期間から「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準適用指針第８号）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、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は        

3,490,394千円であります。 

中間財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

1. 前事業年度における「資本の部」は、当第１四半

期会計期間から「純資産の部」となり、「純資産の

部」の内訳として「株主資本」を表示しております。 

2. 前事業年度において独立掲記しておりました「資

本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当第

１四半期会計期間においては「株主資本」の内訳科

目として表示しております。 

3. 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目と

して表示しておりました「当期未処分利益」は、当

第１四半期会計期間から「その他利益剰余金」の内

訳科目である「繰越利益剰余金」として表示してお

ります。 

―――― 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年６月20日） 

前事業年度 
（平成18年３月20日） 

1 保証債務 

 当社がアセットマネジメント契約を締結している特別

目的会社等（以下「借入人」という）が、金融機関（以

下「貸付人」という）からノンリコース条件のローンに

よる資金調達を行う際に、ノンリコース条件の例外とし

て、借入人及びアセット・マネージャー並びにそれらの

社員、役員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失による

不法行為等により貸付人に損害等が発生した場合、借入

人が責任財産又はそれを換価して得た対価により当該損

害等を補償できなかった部分について補填する補償責任

を負っております。 

1 保証債務 

同左 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

※1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物         4,009千円 

 

※1 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

建物         288千円 

 車両運搬具       114千円  

    合計         403千円 

2 減価償却実施額 

有形固定資産       1,954千円 

無形固定資産       1,850千円 

2 減価償却実施額 

有形固定資産       3,957千円 

無形固定資産        528千円 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

当社が保有するリース物件１件当たりの金額が少額

であるため、注記を省略しております。 

同左 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 
 至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。 
同左 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 
   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 
１株当たり純資産額 158,654.30円 

１株当たり第１四半期純利益金額 861.45円 

潜在株式調整後１株当たり 
第１四半期純利益金額 

773.81円 

  

 
１株当たり純資産額 83,518.84円 

１株当たり当期純利益金額 6,872.96円 

  

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、

記載しておりません。 

（注）１株当たり当第１四半期(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。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年３月21日 
至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額   

第１四半期(当期)純利益（千円） 16,536 124,048 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 17,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （17,000） 

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益（千円） 16,536 107,048 

期中平均株式数（株） 19,196 15,575 

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額   

第１四半期(当期)純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 2,174 － 

（うち新株予約権） （2,174） (－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

第１四半期(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

――― ――― 

 



－  － 

 

 

12

（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 
   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

1．新株の発行 

（第三者割当増資） 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザー

ズ市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出し

に関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した野村證

券株式会社が売出人となり、当社普通株式450株の売出し

（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」）を

行いました。 

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメント

による売出しに関連して、平成18年５月16日及び平成18

年５月30日開催の取締役会に基づき、野村證券株式会社

を割当先として行ったものであり、その概要は次のとお

りであります。 

① 発行新株式数 普通株式            450株 

② 割当価格 １株につき      629,000円 

③ 発行価額 １株につき      561,000円 

④ 資本組入額 １株につき      314,500円 

⑤ 払込金額の総額             283,050,000円 

⑥ 払込期日 平成18年７月18日 

⑦ 配当起算日 平成18年３月21日 

⑧ 割当先 野村證券株式会社 

⑨ 資金の使途 当社グループが管理・運用す

るファンドにおいて当社グル

ープ自らが匿名組合出資等を

行うための投資資金 

 

1. 新株の発行 

（公募増資） 

 当社株式は、平成18年6月16日に東京証券取引所マザー

ズへ上場いたしました。上場にあたり、平成18年５月16

日及び平成18年５月30日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成18年６月15日に払込が

完了いたしました。 

 この結果、平成18年６月15日付で資本金は1,638,500千

円、発行済株式総数は22,000株となりました。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    3,000株 

③ 発行価格 ：１株につき   680,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき   629,000円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 発行価額 ：１株につき   561,000円 

(資本組入額  314,500円) 

⑥ 発行価額の総額 ：1,683,000千円 

⑦ 払込金額の総額 ：1,887,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：  943,500千円 

⑨ 払込期日 ：平成18年６月15日 

⑩ 配当起算日 ：平成18年３月21日 

⑪ 資金の使途 ：当社グループが管理・運用

するファンドにおいて当社グ

ループ自らが匿名組合出資等

を行うための投資資金 

（第三者割当増資） 

当社では、当社普通株式株券の東京証券取引所マザーズ

市場への上場に伴う公募新株式発行並びに株式売出しに

関連し、当社株主より当社普通株式を賃借した野村證券株

式会社が売出人となり、当社普通株式450株の売出し（以

下、「オーバーアロットメントによる売出し」）を行いま

す。 

本件第三者割当増資は、このオーバーアロットメントに

よる売出しに関連して、平成18年５月16日及び平成18年５

月30日開催の取締役会に基づき、野村證券株式会社を割当

先として行うものであり、その概要は次のとおりでありま

す。 



－  － 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月21日 

   至 平成18年６月20日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月21日 
至 平成18年３月20日） 

 

 

 

 

 

① 発行新株式数 普通株式          450株 

② 割当価格 １株につき      629,000円 

③ 発行価額 １株につき      561,000円 

④ 資本組入額 １株につき      314,500円 

⑤ 払込金額の総額            283,050,000円 

⑥ 払込期日 平成18年７月18日 

⑦ 配当起算日 平成18年３月21日 

⑧ 割当先 野村證券株式会社 

⑨ 資金の使途 当社グループが管理・運用す

るファンドにおいて当社グル

ープ自らが匿名組合出資等を

行うための投資資金 

 
 

 

 




