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１．平成18年８月期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月期 17,665 435.1 1,629 138.7 1,109 106.8

17年８月期 3,301 165.5 682 139.6 536 93.3

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 485 78.0 7,571 26 7,066 98 14.5 8.9 6.3

17年８月期 272 52.8 24,997 77 23,182 35 24.7 12.4 16.2

（注）①持分法投資損益 18年８月期 －百万円 17年８月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年８月期 64,156株 17年８月期 10,914株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、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。

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

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月期 18,868 5,089 27.0 73,397 01

17年８月期 6,186 1,615 26.1 136,184 85

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年８月期 △7,400 △3,021 10,619 480

17年８月期 △1,855 △1,238 3,088 277

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 12社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 6社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年８月期の連結業績予想（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 27,300 1,500 800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　11,544円01銭

※　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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１．企業集団の状況

　当社グループは、純粋持株会社である当社のもとに主たる子会社５社（株式会社不動産計画評価研究所、株式会社資

産管理研究所、株式会社レイコフ投資顧問、株式会社レイコフインベストメント及び株式会社ホテルシステムズ）及び

その他連結子会社により構成されており、不動産鑑定・調査、不動産媒介、不動産コンサルティング、不動産投資ファ

ンドの組成・運営、不動産取得・売却及び不動産管理を主たる業務としております。前期末と比べ連結子会社が６社増

加しておりますが、これは主に、新たにホスピタリティビジネスへ参入するため、株式会社ホテルシステムズを筆頭に、

ホテル、ゴルフ場等の取得、売却、運営等を目的とした連結子会社を設立したことによります。

　当社グループの事業は、(1)不動産投資ファンド事業　(2)不動産コンサルティングサービス事業　(3)不動産投資事業

の３つの事業から構成され、その事業内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　当社の企業集団における事業の主な内容は次のとおりであります。

 (1) 不動産投資ファンド事業

　当社グループは、不動産投資ファンドを企画・組成し、投資家に提供しております。その後、物件の組み入れ、資

産の管理・運用などを行います。当該事業は、株式会社レイコフ投資顧問が行っております。

　当社グループの行う不動産投資ファンド事業とは、低金利下の環境において投資家の強い資産運用ニーズを捉え、

各々の投資家のニーズに沿った投資スキームを構築し、投資家に最適な不動産を中心とする資産運用商品の提供を行っ

ております。当社グループは、組成した不動産投資ファンドから運用の委託を受け、不動産鑑定・デューデリジェン

スの専門家として培った経験と実績を活かし、不動産にかかわるリスクの軽減と同時に、収益の極大化を図り、投資

家の運用ニーズに応えることをファンド運営の基本方針としております。

(2) 不動産コンサルティングサービス事業

　当社グループは、不動産の鑑定・調査、デューデリジェンス、不動産及び信託受益権の媒介業務、不動産に関する

コンサルティング、建物に関する管理業務などを行っております。当該事業は、株式会社不動産計画評価研究所及び

株式会社資産管理研究所が行っております。

　当社グループの母体は株式会社不動産計画評価研究所にて行ってきた不動産の鑑定評価業務にあります。当社グルー

プは長年にわたる不動産鑑定、調査、媒介業務のほか、物件を管理するプロパティマネジメント業務、不動産コンサ

ルティング業務等の豊富な実務経験を有しており、不動産物件の情報収集に始まり、鑑定、売買取引、物件の管理に

至るまで様々な不動産ニーズに対してトータルに対応できる体制を敷いております。特に、権利関係が複雑に絡み合

う物件や適法性に問題のある物件を適格に調整、あるいは改善指導し不動産投資ファンドに必要となる信託受益権化

するためのコンサルティング業務においては、不動産投資ファンド事業とも有効な連携をとりつつシナジー効果を高

めております。

(3) 不動産投資事業

　当社グループは、不動産ビジネスにおいて、仲介業者、金融機関、事業法人、管財人等の様々なクライアントから

多種多様な依頼を受けております。このような情報を活用して、何等かの事情により本来の市場価格より過小に評価

された物件を取得し、建物管理状態の改善、用途変更、テナントの入替え、大規模修繕等を実施し物件のバリューを

改善した上で、自社運用もしくは売却する事業を行っております。当該事業は、株式会社レイコフインベストメント

が行っております。

　また、ファンドでの取り扱い物件の多様化を図るため、将来のファンドへの売却を前提として、ホテル・ゴルフ場

等の取得・運営も手掛けております。当該事業は、株式会社ホテルシステムズ及びその子会社が行っております。

　主たる子会社の業務の内容は次のとおりであります。

①　株式会社不動産計画評価研究所

　不動産鑑定士、一級建築士を擁し、不動産の公的鑑定・評価・調査業務に加え、ファンド向け物件のデューデリジェ

ンス業務を行っております。

②　株式会社資産管理研究所 

　物件情報の収集から不動産及び信託受益権の媒介業務、コンサルティング業務を行っております。権利関係や境界

の確定等、複雑に入り組む不動産のコンサルティング業務も多く手がけております。

③　株式会社レイコフ投資顧問 

　集団投資スキームの組成・企画、資産の管理運営に関するコンサルティング業務、投資顧問業務及びプロパティマ

ネジメント業務を行っております。
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④　株式会社レイコフインベストメント 

　不動産の取得・運営、売却業務、取得した物件のバリューアップに加え、ＳＰＣの設立出資も行っております。

⑤　株式会社ホテルシステムズ

　ホテル・ゴルフ場等の取得・運営業務をおこなっております。

［事業系統図］ 

　　　 ㈱レイコフ

　㈱不動産計画評価研究所 　　㈱資産管理研究所 ㈱レイコフ投資顧問 ㈱レイコフインベストメント ㈱ホテルシステムズ

ロタ・リゾート㈲ 　㈱ホテル１－２－３

SNM CORPORATION 　㈱ｻﾞ･ﾋﾟｰｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

ウエストランド 　㈱ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ

　プロパティーズ㈲

　㈱ゴルフリゾート

不動産コンサルティングサービス事業 不動産投資ファンド事業

不 動 産 鑑 定 不 動 産 情 報 収 集 フ ァ ン ド の 企 画 不 動 産 の 取 得 ホテル、ゴルフ場の取得

不 動 産 調 査 不 動 産 媒 介 フ ァ ン ド の 組 成 不 動 産 の 運 営 ホテル、ゴルフ場の運営

デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス 不 動 産 の 管 理 フ ァ ン ド へ の 助 言 資 産 価 値 の 向 上 ホテル、ゴルフ場の管理

設 計 企 画 コ ン サ ル テ ィ ン グ フ ァ ン ド の 運 営 不 動 産 の 売 却 ホテル、ゴルフ場の売却

金融機関 不動産売主 個人投資家 不動産オーナー ホテル・ゴルフ場オーナー

自治体等 仲介業者 機関投資家 一般顧客 一般顧客

不動産投資事業

100%出資 100%出資 100%出資 100%出資

純粋持株会社
子会社株式の保有

各社の管理業務（総務、経理等）

100%出資

－ 3 －



２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

レイコフという社名は、Real Estate Investment Consulting Firmという言葉の頭文字を取って命名いたしました。

グループ各社が固有の専門性をコラボレートしシナジー効果を如何なく発揮して、お客様の利益を実現するタスクホー

スになる決意を込めています。証券化を利用した資本市場からの資金調達から投資運用のプロデュースまで、資産の有

効活用に関わるきめ細いサービスを提供できる我々専門ファームならではの質の高さは、必ずやお客様のご要望を満足

するものと思います。私たちは複雑多岐にわたる不動産投資ファンド事業を通じて日本経済を活性化させ、さらにグ

ローバルな視野で事業展開を行ってまいりたいと考えております。そして、グループの成長こそ、社会、株主様、お客

様、そして従業員の幸福へつながるものと確信しております。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務基盤の強化及び競争力の確保を経営の重要課題のひとつと位置づけて

おります。創業間もない当社においては、財務基盤の強化が経営上の重要な課題であると認識しております。従いまし

て、当面は、内部留保の充実に努めたいと考えております。配当については、連結自己資本比率を重要指標とし、同指

標が配当するに足る水準に達したと当社が判断した場合、早期に株主配当を開始いたします。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は、健全な株式市場の形成のためには、適切な投資単位を維持し、株式の流動性を高め、多くの投資家の皆様に

株式市場に参加いただく環境を整えることが、資本政策上の重要な課題であると認識しております。

　当社では、平成17年８月１日開催の取締役会決議において、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

載又は記録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ております。

　今後につきましても、株主構成の変化や株式の流動状況、業績の推移等を勘案しながら、それに伴う費用及び効果を

考慮の上、投資単位の引き下げを検討してまいりたいと考えております。

(4) 会社の対処すべき課題

現状の外部環境の下、当社グループの取り組む不動産証券化ビジネスは引き続き活発に推移することが予想されます。

平成13年に設立された当社及び当社グループは創業５年を経過し、不動産証券化ビジネスを軸とする事業モデルが拡大

期に入ったと考えておりますが、いくつかの点で対処すべき課題があるものと認識し、その対処方針を以下のとおり検

討しております。 

①新規事業の立ち上げ 

当社グループは、不動産投資ファンド事業を主力事業として位置付け、レジデンシャルファンドを中心に順次新規

ファンドを組成し運用資産残高を順調に増加させてまいりました。今後は、競争力のあるレジデンシャルファンドを

更に拡大させるとともに、新たな不動産に特化した独自のファンドを組成するなどの新規事業に積極的に取り組んで

まいります。また、ホテル、ゴルフ場等を対象資産としたファンド組成を視野に、これらの運営ノウハウを自社で取

り入れていくことを念頭に関連会社を立ち上げております。これらの新規事業は、当社グループが培った経験や知識、

取引先との関係を基礎として展開されるものですが、事業として成果を得るまでには時間を要する可能性があり、競

合他社に遅れを取ることなく新規事業の進行を早めることが重要であると考えております。 

②特定の役職員への依存度 

当社グループは、株式会社レイコフを純粋持株会社とするグループ経営体制を敷いておりますが、現状では当社の

代表取締役である山本誠が最高経営責任者として各子会社の代表取締役も兼務しており、同氏は各子会社においても

重要な役割を担っております。このため当社グループでは同氏に過度に依存しないよう経営体制を整備するとともに、

各関連会社において人材の育成と強化を図っております。

③不動産投資事業が当社経営へ与える影響 

不動産投資事業では、自己勘定により不動産物件を購入いたします。当社グループでは当該不動産投資事業は、株

式会社レイコフインベストメント等にて行っております。これら物件の取得に当たっては、金融機関などからの融資

を利用しており、不動産の取得に合わせて有利子負債残高が増減いたします。また今後、これら当社グループにおい

て自己勘定にて取得・保有する不動産物件を主体とする不動産投資事業は、地価動向、金利動向及び経済全体の動向

が変化した場合、当該不動産物件の収益性が低下し、当社グループの財政状態や経営状況に影響を与える可能性があ

りますので、取得する物件と当該資産規模については鋭意注意を払うべきであると認識しております。
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(5) 中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

①今後の事業展開 

平成19年８月期を初年度とする３ヶ年中期経営計画を策定しております。

　中期経営計画策定の目的は以下の通りであります。

・業容拡大に伴う、計画的な組織運営の必要性

・各事業部の権限、責任の明確化

・営業計画に基づく、効率的・実効的な財務戦略の実行

セグメント別に今後の事業方針を記載します。 

・不動産投資ファンド事業及び不動産コンサルティングサービス事業

当社の主力商品であるレジデンシャルファンドを更に拡大させます。また、ファンドの対象となる不動産の種類

と地域を積極的に多様化し、ファンド資産の拡大を目指します。ファンドから受け取る各種フィーが各事業の収

益に貢献いたします。

・不動産投資事業

今後も不動産の取得・売却を積極的に行う他、これまでのバリューアップによるキャピタルゲインを追求するだ

けでなく、開発事業を既存ビジネスに取り込み、付加価値増大を目指します。また、ホテルビジネスを軌道に乗

せるため、エコノミーホテルである「ホテル１－２－３」を中核に据えた事業展開により収益を拡大してまいり

ます。

②目標とする経営指標 

当社グループの主たる事業は不動産投資ファンド事業であり、当該事業の主な売上は各ファンドからのフィー収入

となります。これらのフィー収入に対して不動産投資事業での売上は、売却する物件の売却価格自体となり、一般に

ファンドからのフィー収入に比べてその金額が大きくなります。したがいまして、当社グループの売上を経営指標に

関連させることは適切ではないと判断しております。また、当社は創業間もなく、未だ財務基盤が強固と言えないこ

とから、当面は連結ベースでの経常利益額を最も重要な指標と捉えております。なお、今後の目標としましては、新

たに作成した３ヶ年中期経営計画の最終年度において、売上高62,500百万円、経常利益3,700百万円を見込んでおり

ます。また、ファンドの資産残高を早期に2,500億円規模に拡大してまいりたいと考えております。

(6) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

 (1) 経営成績

　当連結会計年度（平成18年８月期）におけるわが国経済は、輸出や生産は緩やかに増加しており、企業収益が高水準

で推移する中で設備投資も引き続き増加いたしました。また、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、そのもと

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

民間需要に支えられた景気回復が続いております。

　不動産市況につきましては、国土交通省が発表した公示地価（平成18年１月）及び基準地価（平成18年７月）ともに、

東京、大阪、名古屋の三大都市圏の商業地が上昇に転じ、東京及び大阪の中心部のオフィス賃料も15年ぶりに上昇に転

じました。また、民間調査機関によると、平成18年６月末のプライベートファンドの市場規模が5.5兆円、J-REITの市

場規模が4.5兆円と合わせて10兆円に達し、引き続きオフィス需要の増加や証券化を通じた不動産への投資が活発に推

移しております。

　このような中、当社グループは当連結会計年度を「拡大・成長の時期」と位置付け、不動産投資ファンド事業の拡大

に取り組んでまいりました。主力である不動産投資ファンド事業において、中小型賃貸マンションからオフィスビル、

商業ビルへと対象物件を多様化し、地方都市へと対象地域を広げることにより、ファンドの資産規模を拡大させること

を目標に掲げてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高17,665百万円（前年同期比435.1％増）、営業利益1,629百万円（前年同

期比138.7％増）、経常利益1,109百万円（前年同期比106.8％増）、当期純利益485百万円（前年同期比78.0％増）とい

ずれも大幅な増加となりました。

　事業の種類別セグメントの概況は次の通りであります。

（不動産投資ファンド事業）

　当連結会計年度は、新たに組成したオフィスビルや商業ビルを対象とした不動産投資ファンドが順調に資産残高を積

み増しました。資産残高の拡大に伴い、アセットマネジメントフィー他の手数料収入が増加し、また、ファンドの償還

に伴う成功報酬も計上いたしました。この結果、売上高1,713百万円（前年同期比130.0％増）、営業利益1,128百万円

（前年同期比253.5％増）となりました。

（不動産コンサルティングサービス事業）

　当連結会計年度は、不動産投資ファンド事業向けのコンサルティング業務が順調に伸び、これによりコンサルティン

グフィーが増加いたしました。この結果、売上高1,321百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益612百万円（前年同期

比82.4％増）となりました。

（不動産投資事業）

　当連結会計年度は、積極的に新規物件の取得を進めてまいりました。取得した物件は順次市場で売却しておりますが、

加えてグループ内で組成するファンドへの売却も推し進めました。この結果、売上高14,631百万円（前年同期比

1,029.5％増）、営業利益601百万円（前年同期比11,078.4％増）となりました。

 (2) 次期の見通し

　次期（平成19年８月期）につきましては、わが国経済は堅調な企業業績が家計部門へ波及しており、原油高や金利動

向については引き続き留意する必要があるものの、民間需要に支えられた景気拡大が続くものと思われます。

　このような状況の中、当社グループは新たに作成した３ヶ年中期経営計画を基に、更なるファンド資産の拡大を目指

します。また、開発事業を既存ビジネスに取り込み、付加価値増大を目指します。

　これらにより、次連結会計年度の業績につきましては、売上高27,300百万円（前年同期比54.5％増）、営業利益2,000

百万円（前年同期比22.7％増）、経常利益1,500百万円（前年同期比35.2％増）、当期純利益800百万円（前年同期比

64.7％増）を見込んでおります。

　なお、中間期の業績予想につきましては、現時点では不確定要素も多く開示を控えさせていただいておりますが、数

値が固まり次第開示させていただく予定です。
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(3) 財政状態 

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券の取得による支出、販売用

不動産の増加、有形固定資産の取得などの要因があったものの税金等調整前当期純利益が1,165百万円になったことに

加え、株式発行による収入、金融機関からの借入れによる資金調達を行ったことにより、当連結会計年度末には480百

万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、7,400百万円となりました。これは主に販売用不動産の増加及び法人税等の支払に

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用された資金は、3,021百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得が1,842百万円である

こと及び有形固定資産の取得が2,029百万円であったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、10,619百万円となりました。これは主に短期借入金の純増額が5,877百万円である

こと及び株式発行による収入が2,951百万円であったことによるものであります。

   当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。

　   なお、当社は平成17年５月24日付で大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場に上場し

   たため、同日以前の株価は把握できないことから、平成16年８月期以前の時価ベースの自己資本比率は記載しており

   ません。 

 平成15年８月期 平成16年８月期 平成17年８月期 平成18年８月期 

     

  自己資本比率（％） 79.5 24.1 26.1 27.0

  時価ベースの自己資本比率（％） － － 330.7 59.5

  債務償還年数（年） 0.1 － － －

  インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
43.5 － － －

     

  自己資本比率：自己資本／総資産

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま　

　す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

　す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※前々連結会計年度、前連結会計年度、当連結会計年度は債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キ

　ャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（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   277,090   480,710   

２．営業未収金   367,278   702,169   

３．販売用不動産 ※３  3,687,550   12,413,125   

４．その他たな卸資産   19,140   59,722   

５．仮払金   113   －   

６．短期貸付金   38,000   22,524   

７．立替金   8,957   125,565   

８．繰延税金資産   53,765   151,754   

９．その他   136,917   393,553   

貸倒引当金   △8,517   △48,312   

流動資産合計   4,580,297 74.0  14,300,815 75.8 9,720,517

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  465,829   2,097,570    

減価償却累計額  6,348 459,480  62,131 2,035,438   

(2）車両運搬具  10,425   42,840    

減価償却累計額  1,997 8,427  6,166 36,674   

(3）その他  86,613   469,793    

減価償却累計額  10,547 76,066  22,505 447,287   

有形固定資産合計   543,974 8.8  2,519,401 13.3 1,975,427

２．無形固定資産         

(1) 連結調整勘定   50,819   －   

(2）その他   179,536   203,778   

無形固定資産合計   230,355 3.7  203,778 1.1 △26,577
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（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）投資有価証券   652,291   1,533,198   

(2）差入保証金   111,067   132,714   

(3）繰延税金資産   2,740   3,186   

(4）その他 ※１  65,578   175,545   

投資その他の資産合計   831,678 13.5  1,844,644 9.8 1,012,965

固定資産合計   1,606,009 26.0  4,567,824 24.2 2,961,815

資産合計   6,186,306 100.0  18,868,639 100.0 12,682,332

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．営業未払金   115,458   147,518   

２．短期借入金 ※３  2,956,500   8,833,610   

３．１年以内返済予定の長
期借入金

※３  709,628   288,244   

４．未払法人税等   231,929   647,333   

５．預り金   20,310   25,106   

６. 繰延税金負債   281   420   

７．その他   136,732   358,898   

流動負債合計   4,170,840 67.5  10,301,130 54.6 6,130,290
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（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）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※３  204,917   2,413,518   

２．預り保証金   88,449   285,862   

３．出資預り金   89,145   264,359   

４．繰延税金負債   －   2,855   

５．その他   14,802   511,500   

固定負債合計   397,314 6.4  3,478,096 18.4 3,080,781

負債合計   4,568,154 73.9  13,779,226 73.0 9,211,072

         

（少数株主持分）         
         
 　 少数株主持分   3,000 0.0  －  △3,000
         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  683,900 11.1  －  △683,900

Ⅱ　資本剰余金   575,400 9.3  －  △575,400

Ⅲ　利益剰余金   355,044 5.7  －  △355,044

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  807 0.0  －  △807

資本合計   1,615,152 26.1  －  △1,615,152

負債、少数株主持分及び
資本合計

  6,186,306 100.0  －  △6,186,306

（純資産の部）         

 Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※２  －   2,166,680 11.5 2,166,680

２．資本剰余金   －   2,058,180 10.9 2,058,180

３．利益剰余金   －   840,785 4.5 840,785

 株主資本合計   －   5,065,645 26.9 5,065,645

 Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
　　差額金 

  －   219 0.0 219

２．繰延ヘッジ損益   －   4,178 0.0 4,178

３．為替換算調整勘定      16,369 0.0 16,369

 評価・換算差額等合計   －   20,766 0.1 20,766

 Ⅲ　少数株主持分   －   3,000 0.0 3,000

純資産合計   －   5,089,412 27.0 5,089,412

負債・純資産合計   －   18,868,639 100.0 18,868,639
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(2）連結損益計算書

  
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）

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　売上高   3,301,257 100.0  17,665,836 100.0 14,364,578

Ⅱ　売上原価   1,675,476 50.8  14,097,231 79.8 12,421,754

売上総利益   1,625,781 49.2  3,568,605 20.2 1,942,823

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  942,976 28.6  1,938,756 11.0 995,779

営業利益   682,804 20.6  1,629,848 9.2 947,044

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  233   381    

２．受取配当金  87   141    

３．匿名組合投資利益  5,753   43,578    

４．その他  9,078 15,153 0.5 44,582 88,682 0.5 73,529

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  70,069   296,424    

２．融資手数料  50,812   290,321    

３．新株発行費  5,791   －    

４．株式交付費  －   10,860    

５．株式公開費用  30,127   －    

６．その他  4,879 161,680 4.9 11,784 609,390 3.4 447,710

経常利益   536,276 16.2  1,109,141 6.3 572,864

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入  － － － 7,327 7,327 0.0 7,327

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  6,249 6,249 0.1 － － － △6,249

匿名組合損益分配前税
金等調整前当期純利益

  530,026 16.1  1,116,468 6.3 586,442

匿名組合損益分配額   △21,474 △0.6  △48,532 △0.3 △27,058

税金等調整前当期純利
益

  551,501 16.7  1,165,001 6.6 613,499

法人税、住民税及び事
業税

 291,387   777,153    

法人税等調整額  △12,720 278,666 8.4 △97,894 679,259 3.9 400,592

当期純利益   272,834 8.3  485,741 2.7 212,907

         

－ 11 －



(3）連結剰余金計算書

  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   151,500  － △151,500

Ⅱ　資本剰余金増加高       

増資による新株の発行  423,900 423,900 － － △423,900

Ⅲ　資本剰余金期末残高   575,400  － △575,400

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   82,209  － △82,209

Ⅱ　利益剰余金増加高       

当期純利益  272,834 272,834 － － △272,834

Ⅲ　利益剰余金期末残高   355,044  － △355,044
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(4）連結株主資本等変動計算書

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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平17年８月31日　残高
（千円）

683,900 575,400 355,044 1,614,344

連結会計年度中の変動額

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

当期純利益（千円）   485,741 485,741

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

（千円）

    

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
1,482,780 1,482,780 485,741 3,451,301

平成18年８月31日　残高

（千円）
2,166,680 2,058,180 840,785 5,065,645

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損      益

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成17年８月31日　残高

（千円）
807 －  807 3,000 1,618,152

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）  －  －  2,965,560

当期純利益（千円）  －  －  485,741

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

（千円）

△588 4,178 16,369 19,959  19,959

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△588 4,178 16,369 19,959  3,471,260

平成18年８月31日　残高

（千円）
219 4,178 16,369 20,766 3,000 5,089,412
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(5）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 551,501 1,165,001 613,499

減価償却費  13,275 86,028 72,753

連結調整勘定償却額  50,819 － △50,819

のれん償却額  － 73,659 73,659

貸倒引当金の増減額
(減少△)

 7,994 39,794 31,800

受取利息及び受取配当
金

 △321 △522 △201

匿名組合投資利益  △5,753 △43,578 △37,824

支払利息  70,069 296,424 226,354

投資有価証券評価損  6,249 － △6,249

匿名組合損益分配額  △21,474 △48,532 △27,058

営業未収金の増減額
（増加△）

 △267,148 △333,767 △66,619

販売用不動産の増減額
（増加△）

 △2,013,179 △8,725,574 △6,712,395

その他たな卸資産の増
減額（増加△）

 △2,786 △40,458 △37,672

営業未払金の増減額
(減少△)

 54,910 31,035 △23,875

未払消費税等の増減額
(減少△)

 25,068 85,819 60,751

その他  △52,270 671,998 724,268

小計  △1,583,044 △6,742,672 △5,159,627

利息及び配当金の受取
額

 321 24,192 23,871

利息の支払額  △68,219 △313,222 △245,003

法人税等の支払額  △204,927 △369,109 △164,182

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,855,870 △7,400,811 △5,544,941

－ 14 －



  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 △31,441 △2,029,698 △1,998,256

投資有価証券の取得に
よる支出

 △946,000 △1,842,230 △896,230

投資有価証券売却によ
る収入

 402,110 983,291 581,181

貸付による支出  △130,426 △24,000 106,426

貸付金の回収による収
入

 2,500 39,475 36,975

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式・出資金
の取得による支出

※２ △477,818 － 477,818

その他  △57,644 △148,616 △90,972

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,238,720 △3,021,778 △1,783,058

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  2,764,500 5,877,110 3,112,610

長期借入れによる収入  302,000 2,909,250 2,607,250

長期借入金の返済によ
る支出

 △716,518 △1,122,036 △405,518

株式の発行による収入  739,008 2,951,699 2,212,691

新株予約権発行による
収入

 － 3,000 3,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,088,990 10,619,023 7,530,033

Ⅳ　現金及び現金同等物に　
　
　　係る換算差額 

 － 7,186 7,186

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（減少額△）

 △5,599 203,619 209,219

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 282,690 277,090 △5,599

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 277,090 480,710 203,619
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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）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　6社

    連結子会社の名称

      ㈱不動産計画評価研究所

      ㈱資産管理研究所

      ㈱レイコフ投資顧問

　    ㈱レイコフインベストメント

      ロタ・リゾート㈲

      SNM CORPORATION

　　　上記のうち、ロタ・リゾート㈲と

　　SNM CORPORATIONについては、当連結

　　会計年度において新たに実質的支配

　　権を取得したため連結の範囲に含め

　　ております。

(1）連結子会社の数　12社

    連結子会社の名称

      ㈱不動産計画評価研究所

      ㈱資産管理研究所

      ㈱レイコフ投資顧問

　    ㈱レイコフインベストメント

　　　㈱ホテルシステムズ

　　　㈱ホテル1-2-3

　　　㈱ザ・ピース・インターナショナ 

      ル

　　　㈱ホスピタリティインベストメン

　　　ト

　　　㈱ゴルフリゾート

 　　 ロタ・リゾート㈲

      SNM CORPORATION

      ウエストランドプロパティーズ㈲

　　　上記のうち、㈱ホテルシステム

　　ズ、㈱ホテル1-2-3、㈱ザ・ピース・

　　インターナショナル、㈱ホスピタリ

　　ティインベストメント、㈱ゴルフリ

　　ゾート、ウエストランドプロパティ

　　ーズ㈲については、当連結会計年度

　　において新たに実質的支配権を取得

　　したため連結の範囲に含めておりま

　　す。

 (2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

(2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

雲南観光㈲

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純利益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除いております。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、 

総資産、売上高、当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法を適用していない非連結子会社

アール・シー・エフ㈲については、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲から除いて

おります。

　持分法を適用していない非連結子会社

アール・シー・エフ㈲、雲南観光㈲につい

ては、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用範囲か

ら除いております。
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項目
前連結会計年度

（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）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　㈱不動産計画評価研究所、㈱資産管理研

究所、㈱レイコフ投資顧問、㈱レイコフイ

ンベストメントの事業年度の末日は連結決

算日と一致しております。なお、ロタ・リ

ゾート㈲の決算日は６月30日、 SNM 

CORPORATIONの決算日は12月31日でありま

す。

　連結財務諸表を作成するにあたっては、

ロタ・リゾート㈲については同日現在の財

務諸表、SNM CORPORATIONについては６月

30日現在の中間財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

　㈱不動産計画評価研究所、㈱資産管理研

究所、㈱レイコフ投資顧問、㈱レイコフイ

ンベストメント、㈱ホテルシステムズ、㈱

ホテル1-2-3、㈱ザ・ピース・インターナ

ショナル、㈱ホスピタリティインベストメ

ント、㈱ゴルフリゾートの事業年度の末日

は連結決算日と一致しております。なお、

ロタ・リゾート㈲、ウエストランドプロパ

ティーズ㈲の決算日は６月30日、 SNM 

CORPORATIONの決算日は12月31日でありま

す。

　連結財務諸表を作成するにあたっては、

ロタ・リゾート㈲については同日現在の財

務諸表、SNM CORPORATIONについては６月

30日現在の中間財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

         決算日の市場価格等に基づく時

　　　 価法（評価差額は全部純資産直入

       法により処理し、売却原価は移動

       平均法により算定）を採用してお

       ります。

 時価のないもの

　       移動平均法による原価法を採用し

       ております。

         ただし、匿名組合出資金は個別　

　　　 法によっており、詳細は「４(6)ロ

　　　 匿名組合出資金の会計処理」に記

　　　 載しております。

時価のないもの

　      　　　　　同左

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

 ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

　　　　個別法による原価法を採用して

　　　おります。

　　　　なお、当社グループが組成する

      ファンドに組み入れることを目的

      として一時的に取得する以外のも 

      のについては減価償却を実施して

      おり、減価償却費を売上原価に計

      上しております。また、当該資産

      の主な耐用年数は17年～35年であ

      ります。

ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

　　　　個別法による原価法を採用して

　　　おります。

　      なお、当社グループが組成する

      ファンドに組み入れることを目的

      として一時的に取得する以外のも 

      のについては減価償却を実施して

      おり、減価償却費を売上原価に計

      上しております。また、当該資産

      の主な耐用年数は17年～47年であ

      ります。　　　
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項目
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）

 （ロ）その他たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法を採用してお

ります。

（ロ）その他たな卸資産

仕掛品

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

　但し、平成10年４月１日以降取得の建

物（建物附属設備は除く）は定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　　８～30年

車両運搬具　　　　　　　３～６年

イ　有形固定資産

　　　　　　　同左

　

　

 

 

 ロ　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　当社及び国内連結子会社は、リース物件

の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

　金利リスクの低減のため、対象債務の

範囲内でヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
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）

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は税抜処理によ

　っており、控除対象外の消費税等につ

　いては、当連結会計年度の費用として

　処理しております。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

 　 匿名組合へ出資を行うに際して、匿

　名組合財産の持分相当額を投資有価証

　券に計上しております。

　　匿名組合が獲得した純損益の持分相

　当額については「匿名組合投資損益」

　に計上するとともに同額を「投資有価

　証券」に加減し、投資先の営業者から

　の出資金の払い戻しについては、「投

　資有価証券」を減額させております。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

　　当社の連結子会社であるロタ・リゾ

　ート㈲は匿名組合の営業者としての業

　務を受託しております。

　匿名組合の財産は、営業者に帰属する

　ことから、匿名組合の全ての財産及び

　損益は、連結財務諸表に含め、総額に

　て表示しております。

　匿名組合出資者からの出資金受け入れ

　時に「出資預り金」を計上し、匿名組

　合が獲得した純損益の出資者持分相当

　額については、税金等調整前当期純利

　益の直前の「匿名組合損益分配額」に

　計上するとともに同額を「出資預り　

　金」に加減し、出資金の払い戻しにつ

　いては、「出資預り金」を減額させて

　おります。

イ　消費税等の会計処理

同左

 

 

 

ロ　匿名組合出資金の会計処理

                 同左

 

 

 

 

 

 

 

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

                 同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん（連結調整勘定）

の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、その効

果の発現する期間を見積もり、その期間 

（２年）に渡って均等償却を行っておりま

す。

　のれんの償却については、その効果の発

現する期間を見積もり、その期間 （２年）

に渡って均等償却を行っております。ただ

し、金額が僅少なのれんについては、発生

連結会計年度に全額償却しております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

――――――

８．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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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）

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より「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）

　当連結会計年度より「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）に基づいて連結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、5,082,234

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）

　当連結会計年度より、「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。
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表示方法の変更 

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）

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）

 （連結損益計算書）  （連結損益計算書） 

  ―――――  　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却」として

 掲記されていたものは、「のれん償却」と表示しておりま

 す。

 　また、「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。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

   １．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

　　 券評価損」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

　　 表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

     分掲記しております。

       なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

　　「投資有価証券評価損」は321千円であります。

　 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

 されていたものは、「のれん償却額」と表示しておりま

 す。

 　２．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

　　 券売却による収入」は、前連結会計年度は「その他」

     に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

     たため区分掲記しております。

       なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

　　「投資有価証券売却による収入」は4,331千円でありま

　　 す。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

出資金 3,000千円 出資金      6,000千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式11,860株であり

ます。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式69,300株であり

ます。

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産

販売用不動産 3,552,295千円

計 3,552,295千円

販売用不動産 11,822,824千円

計 11,822,824千円

　上記物件は、短期借入金1,940,000千円、１年以内

返済予定の長期借入金671,396千円、長期借入金

153,342千円の担保に供しております。

　上記物件は、短期借入金7,639,010千円、１年以内

返済予定の長期借入金283,252千円、長期借入金

1,108,762千円の担保に供しております。

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。

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 1,788,000千円
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（連結損益計算書関係）

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）

※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。

役員報酬 59,460千円

給料手当 300,073

支払手数料 155,940

賃借料 56,995

連結調整勘定償却 50,819

貸倒引当金繰入額 7,994

役員報酬 101,230千円

給料手当 476,377

支払手数料 341,848

賃借料 92,933

のれん償却 73,659

貸倒引当金繰入額 46,760

（連結株主資本等変動計算書関係）

 　 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）

     １．発行済株式数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）

当連結会計年度増加株

式数（株）

当連結会計年度減少株

式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式数     

　普通株式（注） 11,860 57,440 － 69,300

合計 11,860 57,440 － 69,300

自己株式     

　普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式数の増加57,440株は、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

の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の

10,000株によるものであります。

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分
新株予約権

の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

平成18年

新株予約権

（注）１． 

普通株式 － 10,000 10,000 － －

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権

（注）２．

普通株式 982 3,928 140 4,770 －

合　計 － 982 13,928 10,140 4,770 －

 （注）１．平成18年新株予約権の当連結会計年度の増加及び減少は、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）の発行及び権利行使によるものであります。

 （注）２．ストック・オプションとしての新株予約権の当連結会計年度の増加は、平成17年10月20日付で１株を５株にす

る株式分割によるものであります。当連結会計年度の減少は、権利付与者の退職に伴う権利消滅によるものであ

ります。

     ３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※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

※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17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 277,090

現金及び現金同等物 277,090

 （千円）

現金及び預金勘定 480,710

現金及び現金同等物 480,710

 ※２.　支配権の獲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

　　　  支配権の獲得により新たにロタ・リゾート㈲及び

　　  SNM CORPORATION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ロタ・リゾート㈲への匿

　　　名組合出資金及びSNM CORPORATION株式の取得価額と

　　　ロタ・リゾート㈲及びSNM CORPORATION取得のための

　　　支出（純額）との関係は次のとおりです。

  （千円）

流動資産 53,381

固定資産 1,203,125

連結調整勘定 101,638

流動負債 △24,588

固定負債 △212,110

少数株主持分 △3,000

新規子会社の取得価額 1,118,446

新規子会社の現金及び現金同等物  △16,780

新規子会社取得のための支出  1,101,666

連結対象以前の支出 △623,847

差引：子会社株式・匿名組合出資金

の取得による支出

 477,818

 

　　

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。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1）株式 139 1,500 1,360 139 509 369

(2）債券       

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 139 1,500 1,360 139 509 369

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 139 1,500 1,360 139 509 369

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 181,500 184,500

匿名組合出資 469,291 1,347,958

その他 － 230

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
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）

売却額（千円） 402,110 983,291

売却損の合計額（千円） 5,598 －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

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）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

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

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。

ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額を基礎にして判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、財務担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成17年８月31日現在）及び当連結会計年度（平成18年８月31日現在）

該当事項はありません。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。
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④　ストック・オプション等関係

     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）

       a.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

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社または当社子会社の取

締役、監査役、従業員52名

ストック・オプション数 普通株式　　　　 1,000株

付与日 平成16年８月31日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
平成18年８月31日から

平成26年８月30日まで 

（注）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地

位にあることを要するものとする。その他の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

当期において存在したストック・オプションを対象として、ストック・オプションの数については、株式数に換算して

おります。

　①ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末（注） 982

権利確定 4,770

権利行使 －

失効 140

未行使残 4,770

（注）平成17年10月20日付で１株を５株にする株式分割を行っております。それにより、前連結会計年度末982株であっ

たものが4,910株となりました。期中の付与対象者の退職による失効が140株であるため、期末の未行使残は4,770株

となっております。

　②単価情報

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格（注）　　　（円） 45,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） 225,000

（注）平成17年10月20日付で１株を５株にする株式分割を行っております。それにより、付与日の権利行使価格225,000

円が45,000円となっております。
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⑤　退職給付

　当社グループには退職金制度がないため、該当事項はありません。

⑥　税効果会計

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）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 1,344,283

有価証券評価損否認 3,292

減価償却等超過額 798,134

未払事業税 18,138

その他 1,614

繰延税金資産小計 2,165,464

評価性引当額 △2,108,406

繰延税金資産合計 57,058

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △552

その他 △281

繰延税金負債合計 △833

差引：繰延税金資産純額 56,224

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 599,270

有価証券評価損否認 3,292

減価償却等超過額 57,903

未払事業税 53,102

その他 42,891

繰延税金資産小計 756,460

評価性引当額 △601,413

繰延税金資産合計 155,047

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △106

繰延ヘッジ損益 △2,855

その他 △420

繰延税金負債合計 △3,382

差引：繰延税金資産純額 151,665

 　　繰越欠損金及び減価償却等超過額は、主として、新規

   連結子会社SNM CORPORATIONが有するものであります

　 が、回収可能性が不確実であるため全額評価性引当額を

   計上しております。

 

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　（％）

 　　繰越欠損金は、主として、連結子会社

   SNM CORPORATION及び㈱ホテルシステムズが有するもの

　 でありますが、回収可能性が不確実であるため全額評価

   性引当額を計上しております。

 

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
0.4

住民税均等割等 0.5

評価性引当金の増差額 4.7

連結調整勘定償却額 3.8

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
50.5

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
0.2

住民税均等割等 0.4

評価性引当金の増差額 15.5

のれん償却額 2.5

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
58.3
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

 
不動産投資
ファンド事
業（千円）

不動産コン
サルティン
グサービス
事業
（千円）

不動産投資
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 745,157 1,260,692 1,295,406 3,301,257 － 3,301,257

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
16,020 24,387 － 40,407 (40,407) －

計 761,177 1,285,080 1,295,406 3,341,664 (40,407) 3,301,257

営業費用 441,928 949,380 1,290,025 2,681,334 (62,880) 2,618,453

営業利益 319,248 335,699 5,381 660,330 22,473 682,804

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 865,432 249,095 4,806,936 5,921,464 264,842 6,186,306

減価償却費 806 2,356 3,370 6,532 6,742 13,275

資本的支出 1,205 1,760 12,961 15,926 22,394 38,321

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業・・・・・・・・アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業・・鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業・・・・・・・・・・・・不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は292,205千円であり、その主なものはグループの

管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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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）

 
不動産投資
ファンド事
業（千円）

不動産コン
サルティン
グサービス
事業
（千円）

不動産投資
事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,713,669 1,321,005 14,631,160 17,665,836 － 17,665,836

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
34,835 208,503 － 243,339 (243,339) －

計 1,748,505 1,529,509 14,631,160 17,909,175 (243,339) 17,665,836

営業費用 620,039 917,031 14,029,650 15,566,721 469,265 16,035,987

営業利益 1,128,466 612,477 601,510 2,342,453 (712,604) 1,629,848

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 713,035 172,478 17,673,040 18,558,554 310,085 18,868,639

減価償却費 937 2,733 69,924 73,595 12,433 86,028

資本的支出 840 1,691 2,122,396 2,124,928 (45,598) 2,079,330

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業・・・・・・・・アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業・・鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業・・・・・・・・・・・・不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は387,639千円であり、その主なものはグループの

管理部門に係る資産であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

         前連結会計年度（自平成16年９月１日　至平成17年８月31日）

日本
（千円）

オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益      

  売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,301,257 － 3,301,257 － 3,301,257

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 3,301,257 － 3,301,257 － 3,301,257

 営業費用 2,618,453 － 2,618,453 － 2,618,453

 営業利益 682,804 － 682,804 － 682,804

Ⅱ 資産 5,918,985 691,927 6,610,913 (424,606) 6,186,306

 　　　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　　　　オセアニア……北マリアナ諸島連邦

 　　　　　　３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は292,205千円であり、その主なものはグ

　　　　　　　　 ループの管理部門に係る資産であります。

         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）

日本
（千円）

オセアニア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益      

  売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 17,431,036 234,799 17,665,836 － 17,665,836

(2）セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ － － － －

計 17,431,036 234,799 17,665,836 － 17,665,836

 営業費用 14,967,255 498,876 15,466,132 569,854 16,035,987

 営業利益 2,463,780 (264,077) 2,199,703 (569,854) 1,629,848

Ⅱ 資産 18,171,407 755,724 18,927,132 (58,492) 18,868,639

 　　　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　　　　オセアニア……北マリアナ諸島連邦

 　　　　　　３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は387,639千円であり、その主なものはグ

　　　　　　　　 ループの管理部門に係る資産であります。

ｃ．海外売上高

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）

海外売上がないため該当事項はありません。

 

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）

連結売上の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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⑧　関連当事者との取引

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）

  当連結会計年度において該当事項はありません。

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）

  当連結会計年度において該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 136,184.85円

１株当たり当期純利益金額 24,997.77円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

23,182.35円

１株当たり純資産額  73,397.01円

１株当たり当期純利益金額 7,571.26円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額

 

7,066.98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

の前連結会計年度における１株当たりの情報については、

以下のとおりであります。

前連結会計年度　　

１株当たり純資産額　　　　　　　　　27,236.97円

 

１株当たり当期純利益金額　　　　　　 4,999.55円

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額　　　　　　　　　　　 4,636.47円

　（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） － 5,089,412

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ 3,000

（うち少数株主持分） (－) (3,000)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 5,086,412

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

－ 31 －



 　　　 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）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 272,834 485,741

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 272,834 485,741

　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

　────── 　──────

－ 32 －



（重要な後発事象）

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）

１．重要な株式分割　

　当社は平成17年８月１日開催の取締役会の決議に基づき、

平成17年10月20日付で株式分割による新株式の発行を行い

ました。

　　当該株式分割の概要は以下のとおりであります。

　(1）分割により増加する株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　 　　47,440株

　(2）分割方法

　平成17年8月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

　

　に記載または記録された株主ならびに端株原簿に

　記載または記録された端株主の所有株式数を、１

　株につき５株の割合をもって分割します。

　(3）配当起算日

　　 　平成17年９月１日

 

 　　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

　 期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

   した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

   下のとおりとなります。

     なお、前連結会計年度における潜在株式調整後１株当

   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。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額

11,934.20円

 １株当たり純資産額

27,236.97円

 １株当たり当期純利益金額

3,590.02円

 １株当たり当期純利益金額

4,999.55円

 

 

 潜在株式調整後１株当たり

　

 当期純利益金額

4,636.47円

 

 ２．多額な資金の借入

 　当社及び連結子会社は連結決算日後平成17年10月末日ま

 でに、総額55億円の借入を実施しております。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　        1.5％～3.5％

  （3）実施時期　    平成17年９月５日他

  （4）返済期限　    短期5,520百万円

  （5）資金の使途　  運転資金及び販売用不動産の購入資

                     金

  （6）担保提供資産　一部の借入に際して、新規購入の販

　　　　　　　　　　 売用不動産を担保として提供してお

　　　　　　　　　　 ります。

――――――
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５．生産、受注及び販売の状況

 

（１）生産実績

 　　 当社グループは、不動産投資ファンド事業、不動産コンサルティングサービス事業及び不動産投資事業が主要な

　　事業であり生産活動を行っていないため、該当事項はありません。

（２）仕入実績

 　　 当連結会計年度における仕入実績を事業別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

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）

前年同期比（％）

 不動産投資事業（千円） 21,145,634 883.6

合計（千円） 21,145,634 883.6

（３）受注状況

 　　 当社グループは、不動産投資ファンド事業、不動産コンサルティングサービス事業及び不動産投資事業が主要な

　　事業であるため、該当事項はありません。

（４）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

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）

前年同期比（％）

 不動産投資ファンド事業（千円） 1,761,055 136.3

 不動産コンサルティングサービス事業（千円） 1,321,005 4.8

 不動産投資事業（千円） 14,583,775 1,025.8

合計（千円） 17,665,836 435.1

　（注）１．セグメント間の取引は、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％）

 スプリングプロパティーズ㈲ 4,333,515 24.5

 イーストランドプロパティーズ㈲ 3,091,632 17.5

 ＧＥリアルエステート㈱ 2,002,135 11.3

 　　　 ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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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