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１．平成18年８月期の業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1）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８月期 585 72.4 8 △80.2 52 135.5

17年８月期 339 57.3 45 437.7 22 103.8

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年８月期 26 133.5 410 66 383 31 0.9 0.7 9.0

17年８月期 11 115.7 1,033 91 958 82 1.2 0.5 6.6

（注）①期中平均株式数 18年８月期 64,156株 17年８月期 10,914株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

④当社は平成17年10月20日付で、１株につき５株の割合を持って株式分割を行いました。また、平成18年１月10日
　付で、第２回新株予約権（第三者割当て）を100個（1個100株）発行しました。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 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８月期 9,975 4,300 43.1 62,054 08

17年８月期 5,995 1,304 21.8 109,971 60

（注）①期末発行済株式数 18年８月期       69,300株 17年８月期 11,860株

②期末自己株式数 18年８月期 －株 17年８月期 －株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 800 75 40

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　577円20銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年８月期 － － － － － － － － －

18年８月期 － － － － － － － － －

19年８月期（予想） － － － － － －    

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   79,818   186,730   

２．営業未収金 ※２  143,321   402,559   

３．貯蔵品   143   152   

４．前渡金   23,000   －   

５．前払費用   16,303   22,627   

６．繰延税金資産   3,869   8,607   

７．立替金 ※２  70,336   664,479   

８．短期貸付金 ※２  4,084,766   8,050,466   

９．その他 ※２  41,564   95,221   

貸倒引当金   △4,300   △9,030   

流動資産合計   4,458,824 74.4  9,421,814 94.5 4,962,989

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

 　  (1）建物  22,608   35,389    

減価償却累計額  4,348 18,259  7,582 27,806   

(2）車両運搬具  5,924   5,924    

減価償却累計額  1,997 3,927  3,250 2,674   

(3）工具器具備品  12,375   21,297    

減価償却累計額  2,908 9,466  8,169 13,127   

(4）土地  － －  63 63   

有形固定資産合計   31,654 0.5  43,672 0.4 12,018

２．無形固定資産         

(1）電話加入権   112   112   

(2）ソフトウェア   173   5,142   

無形固定資産合計   286 0.0  5,255 0.1 4,969

－ 2 －



  
前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   353,208   363,208   

(2）出資金   500   500   

(3）関係会社長期貸付金   1,051,507   21,000   

(4）長期前払費用   1,247   2,611   

(5）繰延税金資産   446   －   

(6）差入保証金   73,766   96,970   

(7）その他   25,428   20,280   

貸倒引当金   △1,100   △30   

投資その他の資産合計   1,505,003 25.1  504,540 5.0 △1,000,463

固定資産合計   1,536,944 25.6  553,468 5.5 △983,475

資産合計   5,995,768 100.0  9,975,283 100.0 3,979,514

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．短期借入金   2,806,500   3,270,600   

２．１年以内返済予定の長
期借入金

  704,636   44,400   

３．未払金   7,208   13,811   

４．未払費用   1,565   1,404   

５．未払法人税等   14,659   30,925   

６．未払消費税等   5,529   9,998   

７．預り金 ※２  941,431   1,980,352   

流動負債合計   4,481,531 74.7  5,351,492 53.6 869,961

 Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   195,172   320,600   

２．繰延税金負債   －   2,843   

３．その他   14,802   －   

固定負債合計   209,974 3.5  323,443 3.3 113,468

負債合計   4,691,505 78.2  5,674,935 56.9 983,430
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前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  683,900 11.4  －  △683,900

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  604,108   －    

資本剰余金合計   604,108 10.1  －  △604,108

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処分利益  16,254   －    

利益剰余金合計   16,254 0.3  －  △16,254

資本合計   1,304,263 21.8  －  △1,304,263

負債及び資本合計   5,995,768 100.0  －  △5,995,768

         

 (純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   －   2,166,680 21.7 2,166,680

２．資本剰余金         

(1)  資本準備金  －   2,086,888    

資本準備金合計   －   2,086,888 20.9 2,086,888

３．利益剰余金         

(1)  その他利益剰余金         

　　　繰越利益剰余金  －   42,601    

利益剰余金合計 　　   －   42,601 0.5 42,601

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．繰延ヘッジ損益  －   4,178    

評価・換算差額等合計   －   4,178  4,178

純資産合計   －   4,300,347 43.1 4,300,347

負債・純資産合計   －   9,975,283 100.0 9,975,283

         

－ 4 －



(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益         

経営管理収入 ※１ 339,720 339,720 100.0 585,600 585,600 100.0 245,880

Ⅱ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  41,230   58,775    

２．給料手当  46,265   97,634    

３．法定福利費  6,502   13,609    

４．福利厚生費  8,882   14,450    

５．交際費  2,492   3,415    

６．水道光熱費  4,656   6,169    

７．支払手数料  48,611   140,142    

８．寄付金  1,500   －    

９．リース料  5,873   8,766    

10．賃借料  56,995   92,350    

11．事務用品費  12,300   13,061    

12．減価償却費  5,743   10,638    

13．貸倒引当金繰入額  3,610   3,660    

14．その他  49,634 294,297 86.6 113,947 576,621 98.5 282,324

営業利益   45,422 13.4  8,978 1.5 △36,444

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息 ※１ 81,713   276,759    

２．その他  565 82,278 24.2 932 277,691 47.4 195,412

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息 ※１ 64,204   208,118    

２．新株発行費  5,791   －    

３．株式交付費  －   10,860    

４．株式公開費用  30,127   －    

５．その他  5,104 105,228 31.0 14,769 233,748 39.9 128,520

経常利益   22,473 6.6  52,920 9.0 30,447
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前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

税引前当期純利益   22,473 6.6  52,920 9.0 30,447

法人税、住民税及び事
業税

 14,400   30,878    

法人税等調整額  △3,211 11,188 3.3 △4,303 26,574 4.5 15,386

当期純利益   11,284 3.3  26,346 4.5 15,061

前期繰越利益   4,970   －  △4,970

当期未処分利益   16,254   －  △16,254

         

(3）利益処分案

  
前事業年度

 　      （株主総会承認日
　  平成17年11月29日）

当事業年度
 　      （株主総会承認日

　  平成18年11月29日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   16,254  － △16,254

Ⅱ　次期繰越利益   16,254  － △16,254
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(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年9月1日　至平成18年8月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金

合　　　計

その他利益

剰  余  金 利益剰余金

合      計繰越利益

剰 余 金

平成17年８月31日　残高

（千円）
683,900 604,108 604,108 16,254 16,254 1,304,263

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 1,482,780 1,482,780 1,482,780   2,965,560

当期純利益（千円）    26,346 26,346 26,346

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

（千円）

      

事業年度中の変動額合計

（千円）
1,482,780 1,482,780 1,482,780 26,346 26,346 2,991,906

平成18年８月31日　残高

（千円）
2,166,680 2,086,888 2,086,888 42,601 42,601 4,296,169

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益
評価・換算

差額等合計

平成17年８月31日　残高

（千円）
－ － 1,304,263

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） － － 2,965,560

当期純利益（千円） － － 26,346

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

（千円）

4,178 4,178 4,178

事業年度中の変動額合計

（千円）
4,178 4,178 2,996,084

平成18年８月31日　残高

（千円）
4,178 4,178 4,300,347
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　８年～15年

車両運搬具　　　　　　　　　６年

工具器具備品　　　　　３年～15年

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

――――――

 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

７．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

９．その他財務諸表作成のた

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。

消費税等の会計処理

同左
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重要な会計方針の変更

前連結会計年度

（自　平成16年９月１日

　　至　平成17年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年９月１日

　　至　平成18年８月31日）

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日）） および「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。

―――――― （貸借対照表「純資産の部」の表示） 

　当事業年度より「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）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用方針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）に基づいて貸借対照表を作成しております。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は、4,296,169

千円であります。

―――――― （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 （損益計算書）  （損益計算書） 

  ――――― 　前連結会計年度において、「新株発行費」として掲記さ

れていたものは、「株式交付費」と表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年８月31日）

当事業年度
（平成18年８月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 40,000株 授権株式数 普通株式    200,000株

 

 

 (注) 平成17年10月20日付で１株を５株にする株式分

割に伴う定款の変更が行われ、160,000株増加

いたしました。

発行済株式総数 普通株式 11,860株 発行済株式総数 普通株式      69,300株

 (注) 平成16年11月26日付で第三者割当による新株式

の発行で820株、平成17年5月23日付で公募によ

る新株式の発行で1,000株、その他新株引受権

の行使により40株増加いたしました。

 

 (注) 平成17年10月20日付で１株を５株にする株式分

割に伴う新株式の発行で47,440株、平成18年１

月10日付で発行した第２回新株予約権（第三者

割当て）の権利行使による新株式の発行で

10,000株増加いたしました。

 

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

     たもののほか次のものがあります。

※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

     たもののほか次のものがあります。

流動資産  

営業未収金 143,321千円

立替金 66,212

短期貸付金 4,079,766

その他 41,555

流動負債  

預り金 938,840

流動資産  

営業未収金 402,559千円

立替金 663,087

短期貸付金 8,047,966

その他 95,216

流動負債  

預り金 1,975,362

３．保証債務 ３．保証債務

㈱資産管理研究所 100,000千円 ㈱資産管理研究所 2,388,002千円

㈱レイコフインベストメント 2,182,022    

㈱レイコフ投資顧問 840,000    

㈱ホスピタリティ・インベス

トメント

  　　　 　　

275,000    

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

  引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。こ

  れらの契約に基づく当事業年度末の借入実行残高は

  次のとおりであります。

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

  引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。こ

  れらの契約に基づく当事業年度末の借入実行残高は

  次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

　差引額 －千円

当座貸越極度額及び貸出コミッ

トメントの総額

2,700,000千円

借入実行残高 912,000千円

　差引額 1,788,00千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

経営管理収入 339,720千円

受取利息 81,526

支払利息 465

経営管理収入 585,600千円

受取利息 276,459

支払利息 705

－ 10 －



①　リース取引

証券取引法第27条の30の６の規定に基づく電子開示手続（ＥＤＩＮＥＴ登録）を行っておりますので、記載を省

略しております。

②　有価証券

　前事業年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）及び当事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８

月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 2,124

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,192

繰延税金資産合計 4,316

繰延税金資産の純額 4,316

繰延税金資産 （千円）

未払事業税 4,941

貸倒引当金 3,678

繰延税金資産合計 8,620

  

繰延税金負債  

繰延ヘッジ損益 2,855

繰延税金負債合計 2,855

繰延税金資産の純額 5,765

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳　（％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳　（％）

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.3

住民税均等割等 3.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.8

法定実効税率 40.6

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6

住民税均等割等 4.6

その他 2.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.2
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 109,971.60円

１株当たり当期純利益金額 1,033.91円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

958.82円

１株当たり純資産額 62,054.08円

１株当たり当期純利益金額 410.66円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

383.31円

 

　当社は、平成17年10月20日付で株式１株につき５株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たりの情報については、以下

のとおりであります。

前事業年度　　

１株当たり純資産額　　　　　　　　　21,994.32円

 

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　 206.78円

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額　　　　　　　　　　　　 191.76円

　（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 4,300,347

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 4,300,347

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
－ 69,300
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 　　　 ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

            であります。

 
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 11,284 26,346

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 11,284 26,346

　期中平均株式数（株） 10,914.35 64,156

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
  

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 854.71 4,578

　（うち新株予約権にかかる増加数） (854.71) (4,578)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　────── 　──────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．重要な株式分割　

　当社は平成17年８月１日開催の取締役会の決議に基づき、

平成17年10月20日付で株式分割による新株式の発行を行い

ました。

　　当該株式分割の概要は以下のとおりであります。

　(1）分割により増加する株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　 　　  47,440株

　(2）分割方法

　平成17年8月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

　

　に記載または記録された株主ならびに端株原簿に

　記載または記録された端株主の所有株式数を、１

　株につき５株の割合をもって分割します。

　(3）配当起算日

　　　 平成17年９月１日

  　 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

　 期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

　 した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

　 下のとおりとなります。

   　なお、前事業年度における潜在株式調整後１株当たり

　 当期純利益金額については、当社株式は非上場であり、

   かつ店頭登録もしていなかったため、期中平均株価が把

　 握できなかったので記載しておりません。

 

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額

10,963.57円

 １株当たり純資産額

21,994.32円

 １株当たり当期純利益金額

105.23円

 １株当たり当期純利益金額

206.78円

 

 

 潜在株式調整後１株当たり

　

 当期純利益金額

191.76円

 ２．多額な資金の借入

 　当社は決算日後平成17年10月末日までに、総額50億円の

 借入を実施しております。借入の主な内容は下記のとおり

 であります。

 　(1）借入先　      関西アーバン銀行他

  （2）利率　        1.625％～3.5％

  （3）実施時期　    平成17年９月５日他

  （4）返済期限　    短期5,020百万円

  （5）資金の使途　  運転資金及び販売用不動産の購入資

                     金

  （6）担保提供資産及び保証の内容　

　　　　　　　　　   一部の借入に際して、新規購入の販

　　　　　　　　　　 売用不動産を担保として提供してお

　　　　　　　　　　 ります。また、子会社㈱レイコフイ

　　　　　　　　　　 ンベストメントが連帯保証しており

                     ます。

 ――――――
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７．役員の異動

 (1) 代表者の異動

 該当事項はありません。

 (2) その他の役員の異動

 役員の異動に関しては、現在未定であり、明らかになり次第発表いたします。
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