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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年３月21日～平成19年９月20日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 1,259 424.2 601 759.9 601 837.7

17年９月中間期 240 － 69 － 64 －

18年３月期 1,062 545 537

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 348 880.2 16,803 73 15,310 12

17年９月中間期 35 － 2,920 47 －  

18年３月期 288 17,407 14 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期  －百万円 17年９月中間期  －百万円 18年３月期  －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 20,757株 17年９月中間期 12,185株 18年３月期 15,575株

③会計処理の方法の変更 無

④営業収益、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）連結財政状態 （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

18年９月中間期 6,621 4,269 64.5 190,169 00

17年９月中間期 1,607 1,514 94.2 79,732 21

18年３月期 2,444 1,767 72.3 92,128 89

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 22,450株 17年９月中間期 19,000株 18年３月期 19,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

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

18年９月中間期 272 △4,365 3,536 1,394

17年９月中間期 △103 △3 1,293 1,451

18年３月期 511 △118 1,291 1,949

(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 ４社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ２社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） －社

２．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

通期 2,862 1,719 1,000
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,851円15銭

（注）平成18年９月20日現在の株主に対し平成18年９月21日付をもって、普通株式１株につき３株の割合で株式分割しております。

      なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数67,350株により算出しております。

※　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。なお、上記予想に関する事項につきましては、添付資料の11ページをご参照くだ

さい。
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１．企業集団の状況
 

　当社グループは、当社（株式会社日本レップ）及び子会社４社（株式会社ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研

究所、ジェイ・レップ・インベストメント株式会社、ジェイ・レップ・Ｂ匿名組合、ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガンマ

匿名組合）並びに関連会社１社（グローバル・リート・パートナーズＦ号匿名組合）により構成されております。

　当社グループでは、従来から行っている物流不動産の仲介業務ならびにコンサルティング業務を主たる業務とした

「不動産仲介関連事業」に加え、前期から「アセットマネジメント事業」を開始いたしました。同事業においては、投

資顧問業、不動産投資事業、不動産開発事業等の不動産関連サービス事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係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。 

 

１．不動産仲介関連事業 

　宅地建物取引業法に基づき物流不動産を中心とした不動産仲介事業を当社にて行っております。オフィスビル、住

宅等とは異なり、物流不動産の仲介市場は、施設の使用者が物流業者等の専門家であり、仲介業者にも専門性を要求

されるため、仲介業者が絞られた特殊な市場となっております。当社グループは、専門性を必要とする物流不動産市

場に特化することで、顧客基盤を固め他社との比較優位性を築いていると考えております。近年、わが国において国

や民間企業による物流構造改革が進展しており、倉庫や物流センター（以下「物流施設」という。）の新設ニーズ、

リプレイスニーズが高まっていると考えられ、このような市場環境変化の潮流を捉えるべく、大きく２つの業務を展

開しております。 

 

（1）不動産仲介業務 

オーナーからの依頼を受け、所有する物流施設にテナントを誘致したり、逆にテナントからの依頼を受けテナント

の希望する条件に見合う物流施設を紹介することで、法令に定められた範囲内で仲介手数料を収受しております。

　特に首都圏、関西圏において物流構造改革が進展してきていることから、本業務もこれら地域が中心となっており

ます。地方圏においても物流構造改革の進展が予想されることから、本業務の対象エリアの拡大を進めておりま

す。

　また、製品輸入の増加、在庫削減物流への対応、物流の集約化等といった潮流を受け、近年、物流施設の中でも比

較的大規模な施設、かつＴＣ（トランスファーセンター）(注１)・ＤＣ（ディストリビューションセンター）（注

２）等の機能を有する新たな施設タイプへのニーズが高まっております。また、物流事業者の新たな形態としてサー

ドパーティ・ロジスティクス（３ＰＬ）（注３）事業者が増加してきております。３ＰＬ事業者は物流施設を保有す

るのではなく賃借する指向が強く、３ＰＬ事業者をターゲットの一つとして仲介業務を実施してきております。  

 

（注１）ＴＣ（トランスファーセンター）

在庫を前提としない配送機能に比重を置いた物流センター。可能な限り垂直方向の物の移動を排除するため、

低層階のセンターが多く、クロスドッキングセンターと呼ばれることもあります。

（注２）ＤＣ（ディストリビューションセンター）

　　　　蔵置機能と配送機能を有する物流センター。地価の高いエリア等では複数階のセンターとなります。

（注３）サードパーティ・ロジスティクス（３ＰＬ）事業者

荷主から単に輸送業務のみを受託するだけでなく、在庫管理業務、センター内物流業務、受発注業務等、本来

荷主が行っていたロジスティクス業務をも併わせて行う物流事業者  

 

（2）コンサルティング業務

不動産オーナーに対する資産有効活用の提案、資産有効活用に関わる財務的なコンサルティング及び物流施設建築

コンサルティング等を実施することで報酬を収受しております。

　当社の強みである仲介機能を活かし、顧客に対し、より付加価値の高いサービスを提供しております。
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 ［事業系統図］

 

  
２．アセットマネジメント事業

　平成12年に施行された「投資信託及び投資法人に関する法律（投信法）」や「特定目的会社による特定資産の流動

化に関する法律（ＳＰＣ法）」の改正に見られるように、近年、不動産流動化ビジネスのインフラ整備を目的とした

法整備が急速に進められております。また、平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用されている減損会計制度

の導入や金融機関の不良債権処理の進展に加え、各企業がバランスシートをスリム化するため資産のオフバランス化

を推進しております。このような状況に加え、低金利下における資産運用難といった環境の中で、安定した収入が得

られ、運用利回りを期待できる不動産への投資市場はますます拡大しております。上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）

の時価総額増加、不動産私募ファンドの市場拡大、大手証券会社の不動産ファンド運用会社との提携といった事象を

踏まえて、今後さらに、不動産証券化商品が金融商品として定着していくものと考えられます。

 

（1）アセットマネジメント事業について

　当社グループが行うアセットマネジメント事業では、当社の強みである物流施設の仲介業務におけるノウハウを活

かし、物流施設に特化した投資を行っております。具体的には、投資対象として首都圏（湾岸部、内陸部）、関西圏、

名古屋圏及び政令指定都市等の地方大都市の物流施設を匿名組合（注４）形式等により組成した不動産ファンドに組

み入れ、金融商品として投資家に提供するとともに、投資家の出資に対するリターンの最大化を目指して、当該不動

産ファンドのマネジメント（ファンドマネジメント及びアセットマネジメント）サービスを提供する業務であります。

なお、アセットマネジメント事業は、当社及び子会社のジェイ・レップ・インベストメント株式会社にて、事業展開

しております。

　当社グループでは、匿名組合出資金等を調達し、物流施設に投資するファンドの営業者となるＳＰＣ（注５）を新

規に設立します。この際、投資リターンの最大化に向けたベクトルを出資者と同じくするため、当社グループにおい

ても出資を行い、ファンドへの投資家となることを基本方針としております。ＳＰＣ（以下、「営業者」という。）

は、出資金に加えて金融機関からノンリコースローン（注６）を調達して適正なレバレッジをかけ、投資効率を高め

た上で、物流施設を裏付け資産とする信託受益権（注７）を購入・保有します。

　出資者は経営には参加せず、ファンド運営は営業者に委託されます。営業者は、アセットマネジメント会社（注

８）である当社グループの指図により、信託受益権または匿名組合出資持分に投資を行います。また、当社グループ

が管理・運営するファンドでは、営業者は、倒産隔離のために会計事務所または弁護士事務所が管理する有限責任中

間法人を親会社としているため、投資家は、アセットマネジメント会社の倒産等によるリスクから隔離されておりま

す。

　また、当社グループが管理・運営するファンドの終了時においては、信託受益権について、当社が組成する新たな

ファンドもしくは、他社ファンド等へ売却することを想定しております。 
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（2）アセットマネジメント事業の事業内容について

当社グループが行うアセットマネジメント事業は、大きく分けて３つの業務から成り立っております。

a.アセットマネジメント業務

　アセットマネジメント業務は、営業者との間でアセットマネジメント契約を締結し、営業者が取得する資産（信託

受益権及び匿名組合出資持分）についての投資スキームのアレンジメント、組入物件ポートフォリオの管理、保険付

保、物件売却等の運用資産の運営管理業務を受託します。当社グループは、当該業務の遂行の対価としてアセットマ

ネジメント契約に基づき、アセットマネジメントフィー（注９）を収受します。

 

 ［事業系統図］ 

 　アセットマネジメント業務における基本ストラクチャーを事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 ［フィー体系図］
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b.プロパティマネジメント業務

　プロパティマネジメント業務は、信託受益権裏付け物流施設の所有者である信託銀行との間でプロパティマネジメ

ント契約を締結し、建物保守管理、建物修繕・資本的支出等の運営管理業務を受託します。当社グループは、当該業

務の遂行の対価としてプロパティマネジメントフィー（注10）を収受します。プロパティマネジメント業務は、現場

で清掃や設備管理をすることではなく、物流施設の運営・管理・工事・営繕管理を含むすべてをマネジメントする業

務となっております。

　アセットマネジメント業務は、金融ノウハウを生かして不動産投資商品をつくり、運用する業務であり、プロパ

ティマネジメント業務は、不動産ノウハウを生かして投資効率を高める業務となります。アセットマネジメント業務

及びプロパティマネジメント業務の両者とも投資家利益を追求するという目的は同じであり、その連携がうまくいか

ないと投資効率も上がらないため、当社グループでは両業務担当者間の密なる連携を図っております。

 

 ［事業系統図］　　

 プロパティマネジメント業務における基本ストラクチャーを事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

c.コンストラクションマネジメント業務

　開発型案件及び物件改修工事のプランニングから竣工に至るまでのプロジェクトにおいて営業者からコンストラク

ションマネジメント業務を受託します。当社グループは、当該業務遂行の対価としてコンストラクションマネジメン

トフィー（注11）を受け取ります。

　当社グループのスキームでは、テナントのニーズにマッチした施設の建設、かつコストダウンを達成することが、

ファンドの投資効率を上昇させることの重要なポイントとなっております。

　コンストラクションマネジメント業務は、品質を確保しながらのコストダウン、竣工までの適正なスケュール立

案・管理などの仕組みづくりが主な業務となります。

　当社グループでは、コンストラクションマネジメント業務受託に関しては、本業務単独契約を締結するのではなく、

アセットマネジメント契約、プロパティマネジメント契約または両契約に包含した形で契約しております。従って、

当該業務遂行の対価としての報酬もアセットマネジメントフィー及びプロパティマネジメントフィーに含めた形で収

受します。
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 ［事業系統図］

　コンストラクションマネジメント業務における基本ストラクチャーを事業系統図によって示すと次のとおりでありま

す。
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  ［フロー図］

 

   
（注４）匿名組合

　匿名組合とは、商法第５３５条に規定される組合であり、当事者の一方（匿名組合員）が相手方（営業者）のた

めに出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を分配することを約する契約によって成立する関係をいいます。

匿名組合員から出資された財産は営業者に帰属することとなり、匿名組合員は利益分配請求権と出資金返還請求権

を有するにとどまります。

（注５）ＳＰＣ

　ＳＰＣとは、「Special Purpose Company」の略で、ファンドの資産を保有する目的のみのために設立された会

社をいいます。当社が組成するファンドのＳＰＣは主に株式会社(旧有限会社法に基づき設立された旧有限会社を

含みます。) であり、その持分は会計事務所または弁護士事務所等が管理する有限責任中間法人が保有することに

より、倒産隔離を図っております。
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（注６）ノンリコースローン

　ノンリコースローンとは、融資金の返済財源を、借主が保有する特定の資産に限定する内容の金銭消費貸借契約

（非遡及型融資）に基づく貸付けをいいます。日本の一般的な不動産担保融資と違い、借入金の返済のために融資

の引当てとなる資産をすべて処分しても債務を完済することができない場合には、借入人は残存債務の支払義務を

免れることになります。

（注７）信託受益権

　信託受益権とは、ある資産（不動産）を信託銀行に信託した場合、その対価として信託契約に基づいて信託の利

益を享受する者として定められた者（受益者）が有する権利をいいます。この権利は、信託財産（不動産）から享

受できる一切の権利・利益を包含するものであり、信託財産（不動産）からの経済的利益（信託配当及び信託元

本）を受け取る権利のことであります。

（注８）アセットマネジメント会社

　アセットマネジメント会社とは、ファンド財産の運用に関する指図を行う会社をいいます。

（注９）アセットマネジメントフィー

アセットマネジメントフィーとは、以下のフィーをいいます。

a. 運用資産の運営管理に対するフィー

b. 物件取得時に取得価額に応じて受け取るフィー

c. 物件処分時に譲渡価額に応じて受け取るフィー

（注10）プロパティマネジメントフィー

 　プロパティマネジメントフィーとは、物件管理業務に対する手数料をいいます。

 （注11）コンストラクションマネジメントフィー

　コンストラクションマネジメントフィーとは、開発・改修業務のプランニング及び設計・施工管理に対する手数

料をいいます。 

 

３.その他事業

（1）物流不動産マーケットのレポーティング事業

　投資ファンド、銀行等では、自社内における物流及び物流不動産に関する知見が少ないことから、客観的に物流投

資環境や個別物流施設の評価を行うことが難しい場合があります。その際、外部の専門的な知見を有する調査会社等

に評価分析業務を発注しております。

　株式会社ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所は、このような評価分析マーケットに参入しておりま

す。

　これまでの物流に関わるデータ分析の蓄積や物流インフラを有する地方公共団体等とのネットワークを活かした客

観的な物流投資環境の分析業務や、物流不動産仲介の実績・ノウハウや個別地域に関する物流情報を活かした個別物

流不動産の評価業務等を投資ファンドや銀行等から受託し、レポーティング事業として行っております。 

 

（2）物流に関連する調査・コンサルティング事業

　株式会社ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所では、物流に関連する荷主、物流企業動向、物流インフラ

の現状や課題、物流技術等の情報蓄積をベースに、物流関連の新事業開発、物流改善、M＆A支援、顧客マーケティン

グ等のリサーチ・ベースド・コンサルティング業務（地道な実態調査分析を元にしたコンサルティング）を行ってお

ります。 
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〔当社グループ会社の鳥瞰図〕

  当社グループ各社の鳥瞰図は次のとおりであります。

 

  
（注）1. ＪＬＲＩ・・・・㈱ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所

　　　2. ＪＲＩ・・・・・ジェイ・レップ・インベストメント㈱

　　　3. ＭＲ・・・・・・マーケット・レポート
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２．経営方針
 

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、物流不動産と不動産金融を融合させ、物流業界におけるワンストップ企業として確固たる地位

を確立することを基本方針としております。トラックレコードを積み重ねることで、当社グループの知名度及び信

用力を向上させ、企業価値の最大化を目指します。

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

当社は今後の事業拡大に備え、事業資金の流出を避けかつ内部留保の充実を図るため、利益配当を行わないこと

を基本方針としております。

今後も企業体質の強化及び積極的な事業展開に備えた資金の確保を優先する方針ですが、株主に対する利益還元

についても重要な経営課題と認識しており、経済情勢、業界動向及び当社の業績などを総合的に勘案のうえ、利益

配当も検討する所存であります。

なお、当社の役員、従業員及び社外協力者に対し、当社の長期的成長及び収益性の向上のためインセンティブを

与え、かつ優秀な人材の確保を目的として、ストックオプション制度を導入し、企業価値及び株主価値の極大化を

図ってまいります。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大、株式の流動性の

向上を図ることが資本政策上の重要課題と認識しております。この認識に基づき当社では、平成18年9月21日付で普

通株式１株を３株に株式分割いたしました。今後も業績及び株価動向を勘案し慎重に検討していきたいと考えてお

ります。 

 

（４）目標とする経営指標

当社グループは、ＥＰＳ（一株当たり当期純利益）を重要な経営指標として位置づけております。

当社グループとしてＥＰＳの増加を実現するために、仲介事業における事業規模の拡大及びアセットマネジメント

事業における管理資産の増加に注力してまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略

物流不動産仲介事業を柱として、アセットマネジメント事業及び物流不動産周辺事業の拡大を積極的に行い、事

業基盤の安定化を図っていく方針であります。

また、あわせて物流関連の新規事業にも積極的に取り組み、事業機会の拡大を目指します。 

 

（６）会社の対処すべき課題

当社グループは、物流不動産と不動産金融の融合を実現し、物流のワンストップ企業として認知され信頼される

企業となることを目指して更なる経営基盤の強化を図り、安定した成長を実現してまいる所存です。

　このために対処すべき課題とその対処方針は、以下のとおりとなります。

1. アセットマネジメント事業の展開について

不動産を証券化し投資の対象とする動きが注目されており、その対象がビルのみならず物流施設にも広がりを

見せているとことに着眼し、当社においても、物流施設を投資の対象としたビジネスを展開しております。その

ためには、人材確保と強化育成が課題であると認識しております。特に買収・開発案件のプロジェクトマネー

ジャーやオリジネーター（不動産の原保有者）への提案力のある人材の確保が不可欠であり、今後も継続してこ

れらの人材確保を主眼とした積極的な採用活動を行う所存であります。

2. ブランドイメージの強化について

投資家に対しては、投資収益の追求ニーズに応じられる収益性の高い金融商品の提供、オリジネーターに対し

ては物流不動産・土地の有効活用の提案及びテナントの紹介、エンドユーザーに対してはテナントとしてのニー

ズにあった施設情報の提供を行っていくことが、当社の基本理念であります。

これまでは、物流施設の仲介を主たる業務として行ってまいりましたが、今後はこのようなブランドイメージを

明確にした営業活動を行うとともに、ブランドイメージを浸透させるための実績づくり、ＰＲ活動をおこなって

まいります。 

3. 経営管理体制の強化について

事業拡大のための資金調達力の強化、経営効率化、物流関連新規事業に取り組むとともに、経営効率の向上及

び利益管理の徹底並びに経営基盤をより強固なものとするために、経営管理体制の強化に努めてまいります。

 

（７）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）当中間連結会計期間の経営成績

① 業績の概況

　当中間連結会計期間のわが国の経済は、企業収益が高水準を続ける中で設備投資は増加傾向を維持し、雇用及び

所得の改善を背景として個人消費も堅調に推移しており、景気は拡大局面に入りました。

　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、企業における財務リストラの継続と

減損会計の導入等の要因により不動産の流動化が活発に行われていますが、その一方、首都圏だけでなく全国的な

地価の上昇、及び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1,259,412千円（前年同期比424.2増）、営業利益601,734千円

（同759.9％増）、経常利益601,971千円（同837.7％増）、当期利益348,795千円（同880.2％増）となりました。 

 

② 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、営業基盤のある関西圏に加え首都圏の不動産仲介営業を強化するため組織変

更を行うとともに人員の増強を行いました。また、不動産仲介が好調であったことに加え、ファンドが所有する物流

不動産へのテナント仲介による大口の仲介手数料等を計上いたしました。

　この結果、営業収益は524,049千円（前年同期比150.6％増）、営業利益328,194千円（同155.2％増）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、業容の拡大に伴い、投資物件の取得、取得後の物件管理及びファンド

管理の人員の増強を行いました。また、当中間連結会計期間においては、物流不動産の土地取得から建築まで行う開

発型物件を5件、既存建物のある収益型物件を4件それぞれ当社が運用・管理する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721,449千円（前年同期比2,428.4％増）、営業利益518,306千円（同2,262.0％増）となりま

した。 

　平成18年9月20日現在、本事業における運用資産の残高は57,305,703千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13,914千円（前年同期比435.9％増）、営業損失19,527千円（前年同期は20千円の営業利益）

となりました。 

 

（２）当連結会計年度の財政状態 

① キャッシュ・フローの状況

　当中間連結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、平成18年6月に東京証券取引所マ

ザーズに上場したことに伴い総額2,170,050千円の公募増資及び第三者割当増資を行ったことによる資金の増加が

あった一方で、当社が運用・管理するファンドへの匿名組合等への出資3,749,498千円を行ったこと等により、前中

間連結会計期間末に比べ57,106千円減少（前年同期比3.9％減）し、当中間連結会計期間末には1,394,403千円とな

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）

　営業活動の結果得られた資金は、272,931千円（前年同期は103,742千円のキャッシュアウトフロー）となりまし

た。

　これは主に、法人税等の支払額等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が597,961千円が

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、4,365,057千円（前年同期は3,154千円のキャッシュアウトフロー）となりまし

た。

－ 10 －



　これは主に、当社グループが運用・管理するファンドへの匿名組合出資等による支出が3,749,498千円、当社が

100％出資する匿名組合を通じて取得した一時保有投資用不動産の取得による支出1,766,450千円等があった一方で、

投資有価証券の売却による収入1,350,000千円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、3,536,720千円（対前年同期比173.4％増）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へ上場したことによる公募増資及び平成18年7月18日を払込

期日とした第三者割当増資による新株の発行収入が2,154,703千円、金融機関からの短期借入による収入1,400,000

千円等があったことによるものであります。  

 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 52.8 94.2 72.3 64.5

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 246.2

債務償還年数（年） － － － 5.1

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ － － 41.9

（注）1. 各指標は、いずれも連結の財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

　　　　　　　　　 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

2. 当社は平成17年3月期より連結財務諸表を作成しております。

3. 時価ベースの自己資本比率は、当社は平成18年6月16日付で東京証券取引所マザーズに上場したため、同日以前

の株価が把握できないことから、平成18年3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。 

4. 平成18年3月期以前は有利子負債がなく利払いもないため債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

は、記載しておりません。 

5. 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書上に計上されている「営

業キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

（３）通期の見通し 

　投資家の不動産投資ニーズが旺盛な中、物件取得の競合が激しさを増しております。このような環境のもと、当

社グループは対象を物流不動産に特化し、不動産仲介事業を核としたアセットマネジメント会社として事業を展開

してまいりました。当中間連結会計期間は、平成18年6月16日に株式会社東京証券取引所マザーズへの上場による知

名度の向上、資金調達及び積極的に人員を増強してきたことにより、事業機会を着実に捉えながら事業を成長させ

ることができました。運用資産残高も500億円を超え、今後も当社グループの事業特性を最大限に生かし、更なる事

業拡大を図る所存でございます。

　下期につきましては、引き続き物流不動産を投資対象とするファンドの組成・運用を行い、収益型物件の取得、

開発型物件の着手を進め、運用資産残高の拡大を図ってまいります。運用資産残高の拡大により、アセットマネジ

メント事業での収益の増加を図るとともに、相乗効果を発揮させ当社グループの強みである不動産仲介関連連事業

における収益の増加も図ってまいります。

　当期の通期連結業績の見通しにつきましては、不動産仲介関連事業・アセットマネジメント事業ともに事業機会

の増加により、収益の伸びが期待できることから、平成18年5月16日に情報開示いたしました業績予想を上方修正し、

連結営業収益2,862百万円、連結経常利益1,719百万円、連結当期純利益1,000百万円を予想しております。

 

※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。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年9月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,451,510   1,394,403   1,949,809  

２．営業未収入金   95,577   306,195   71,547  

３．たな卸資産   －   540   83  

４．繰延税金資産   9,113   77,640   19,501  

５．短期貸付金   －   372,000   －  

６．その他   1,110   17,900   6,010  

流動資産合計   1,557,310 96.8  2,168,679 32.8  2,046,951 83.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物  5,148   22,775   6,844   

減価償却累計額  1,693 3,455  2,397 20,377  2,155 4,688  

（2）車両運搬具  7,332   8,387   8,387   

減価償却累計額  4,613 2,718  4,981 3,406  4,334 4,053  

（3）工具器具備品  5,023   38,373   9,149   

減価償却累計額  2,647 2,375  7,132 31,240  2,962 6,186  

有形固定資産合計   8,549 0.5  55,025 0.8  14,928 0.6

２．無形固定資産   1,324 0.1  24,295 0.4  2,553 0.1

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券   －   2,345,210   271,446  

（2）出資金   3,000   82,000   26,000  

（3）投資用不動産 ※1  －   1,766,450   －  

（4）その他   37,801   179,914   82,152  

投資その他の資産合計   40,801 2.6  4,373,575 66.0  379,599 15.5

固定資産合計   50,675 3.2  4,452,896 67.2  397,081 16.2

資産合計   1,607,986 100.0  6,621,575 100.0  2,444,032 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年9月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．短期借入金 ※1  －   1,400,000   －  

２．未払金   7,494   39,291   77,120  

３．未払費用   16,468   54,554   28,032  

４．未払法人税等   32,812   316,687   222,571  

５．賞与引当金   13,257   79,823   －  

６．役員賞与引当金   －   31,830   －  

７．その他   16,641   127,731   108,494  

流動負債合計   86,674 5.4  2,049,917 30.9  436,219 17.9

Ⅱ　固定負債           

１．預り敷金   5,000   300,964   238,964  

２．預り保証金   1,400   1,400   1,400  

固定負債合計   6,400 0.4  302,364 4.6  240,364 9.8

負債合計   93,074 5.8  2,352,281 35.5  676,583 27.7

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   695,000 43.2  － －  695,000 28.4

Ⅱ　資本剰余金   675,000 42.0  － －  675,000 27.6

Ⅲ　利益剰余金   144,912 9.0  － －  397,448 16.3

資本合計   1,514,912 94.2  － －  1,767,448 72.3

負債・資本合計   1,607,986 100.0  － －  2,444,032 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   －   1,780,025   －  

２．資本剰余金   －   1,760,025   －  

３．利益剰余金   －   729,244   －  

株主資本合計   － －  4,269,294 64.5  － －

純資産合計   － －  4,269,294 64.5  － －

負債・純資産合計   － －  6,621,575 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   240,244 100.0  1,259,412 100.0  1,062,836 100.0

Ⅱ　営業原価   74,702 31.1  342,687 27.2  280,794 26.4

営業総利益   165,542 68.9  916,725 72.8  782,042 73.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  95,563 39.8  314,991 25.0  236,794 22.3

営業利益   69,978 29.1  601,734 47.8  545,247 51.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1   653   6   

２．受取配当金  －   7,234   －   

３．投資不動産賃貸収入  －   28,098   －   

４．出資分配金  －   7,236   －   

５．労働保険料還付金  771   －   771   

６．その他  43 816 0.3 830 44,053 3.5 95 872 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  －   6,522   －   

２．株式交付費  －   15,346   －   

３．新株発行費  6,597   －   6,597   

４．上場関連費用  －   15,643   1,710   

５．その他  － 6,597 2.7 6,305 43,817 3.5 － 8,307 0.8

経常利益   64,197 26.7  601,971 47.8  537,812 50.6

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 － － － 4,009 4,009 0.3 403 403 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益

  64,197 26.7  597,961 47.5  537,408 50.6

法人税、住民税及び事
業税

 30,713   308,062   261,776   

法人税等調整額  △2,101 28,611 11.9 △58,895 249,166 19.8 △12,489 249,286 23.5

中間（当期）純利益   35,585 14.8  348,795 27.7  288,122 27.1
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 【中間連結剰余金計算書】  

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   25,000  25,000

Ⅱ　資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  650,000 650,000 650,000 650,000

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残
高

  675,000  675,000

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   116,326  116,326

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  35,585 35,585 288,122 288,122

Ⅲ　利益剰余金減少高      

役員賞与  7,000 7,000 7,000 7,000

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残
高

  144,912  397,448

      

【中間連結株主資本等変動計算書】

当中間連結会計期間（自　平成18年３月21日　至　平成18年９月20日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
 

 
株主資本

 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

中間連結会計期間中の変

動額
     

　新株の発行 1,085,025 1,085,025 － 2,170,050 2,170,050

　役員賞与 － － △17,000 △17,000 △17,000

　中間純利益 － － 348,795 348,795 348,795

中間連結会計期間中の変

動額合計
1,085,025 1,085,025 331,795 2,501,845 2,501,845

平成18年９月20日残高 1,780,025 1,760,025 729,244 4,269,294 4,269,294
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  64,197 597,961 537,408

減価償却費  1,672 10,460 4,486

賞与引当金の増減額（△：減少）  13,257 79,823 －

役員賞与引当金の増減額
（△：減少）

 － 31,830 －

受取利息及び受取配当金  △1 △7,888 △6

出資分配金  － △7,236 －

支払利息  － 6,522 －

株式交付費  － 15,346 －

新株発行費  6,597 － 6,597

上場関連費用  － 15,643 1,710

固定資産除却損  － 4,009 403

売上債権の増減額（△：増加）  △79,149 △135,127 △46,828

たな卸資産の増減額（△：増加）  787 △457 704

未払消費税等の増減額
（△：減少）

 － △47,637 26,840

未払金の増減額（△：減少）  △16,387 △37,828 53,237

未払費用の増減額（△：減少）  1,530 26,521 13,094

預り金の増減額（△：減少）  － △45,847 48,082

その他の増減額（△：減少）  △9,738 5,847 △940

役員賞与の支払額  △7,000 △17,000 △7,000

小計  △24,233 494,942 637,791

利息及び配当金の受取額  1 432 6

利息の支払額  － △6,522 －

法人税等の支払額  △79,510 △215,920 △125,872

営業活動によるキャッシュ・フロー  △103,742 272,931 511,925
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前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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） 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  － △50,375 △9,145

無形固定資産の取得による支出  － △25,933 △1,678

敷金保証金の差入による支出  △4,000 △96,103 △38,351

敷金保証金の返戻による収入  3,514 1,899 3,514

預り敷金保証金の預りによる収入  5,000 62,000 238,964

供託金の差入による支出  △5,000 △2,800 △15,000

投資有価証券の取得による支出  － △3,749,498 △271,446

投資有価証券の売却による収入  － 1,350,000 －

匿名組合出資の払戻による収入  － 325,734 －

出資金の払込による支出  △3,000 △60,000 △26,000

出資金の売却による収入  － 4,000 －

出資分配金・優先出資配当金収入  － 14,471 －

短期貸付金の純増減額
（△：増加）

 － △372,000 －

投資用不動産の取得による支出  － △1,766,450 －

その他の増減額（△：減少）  331 － 331

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,154 △4,365,057 △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）

 － 1,400,000 －

株式の発行による収入  1,293,402 2,154,703 1,293,402

その他の収支（△：減少）  － △17,983 △1,710

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,293,402 3,536,720 1,291,692

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（△：減少）

 1,186,505 △555,405 1,684,804

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  265,004 1,949,809 265,004

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※1 1,451,510 1,394,403 1,949,809
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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㈱ 

(1) 連結子会社の数　４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・Ｂ匿名組合 

・ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガン

マ匿名組合

(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、

当中間連結会計期間から連結の範囲

に含めております。

 ジェイ・レップ・Ｂ匿名組合は新

規設立のため、ＪＲＥＰ・ロジファ

ンド・ガンマ匿名組合は出資持分の

増加により子会社となったため、当

中間連結会計期間から連結の範囲に

含めております。

　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) 主要な非連結子会社の名称等

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 (1) 持分法適用の非連結子会社及び

関連会社

・グローバル・リート・パート

ナーズＦ号匿名組合

 グローバル・リート・パートナー

ズＦ号匿名組合は新規設立のため、

当中間連結会計期間から持分法の適

用範囲に含めております。

(2) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

　該当事項はありません。 

  該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一致してお

ります。

連結子会社のうち、ジェイ・レッ

プ・Ｂ匿名組合の決算日は９月末日、

ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガンマ匿

名組合の決算日は２月末日でありま

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。

　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。

４．会計処理基準に関する事

項

(イ) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

 

 

 ① 　　──────

 

 

 

 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

 

 

 

 　

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

 ① 有価証券

 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 有価証券

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

　最終仕入原価法による原価法

 ② たな卸資産

　貯蔵品

同左

 ② たな卸資産

　貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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）

 

 

(ロ) 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

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

同左

 

　

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

① 有形固定資産

同左

 

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。 

 

② 無形固定資産

同左

 

② 無形固定資産

同左

 (ハ）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。

 

(ハ）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

(ハ）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。

 (ニ）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中間連結

会計期間の負担額を計上しておりま

す。

 ②   　　　──────

 

(ニ）重要な引当金の計上基準

①  賞与引当金

同左

 

 

 

 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中

間連結会計期間に見合う分を計上して

おります。

 

(ニ）重要な引当金の計上基準

①  　　　──────

 

 

 

 

 ②   　　　──────

 (ホ）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。

 

(ホ）重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ）重要なリース取引の処理方法

 同左

 (ヘ）その他中間連結財務諸表作成

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。

 

(ヘ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(ヘ）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理

 同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）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  同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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）   ──────

 　当中間連結会計期間から「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中間純利益が、

31,830千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）

  ──────

 　当中間連結会計期間から「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4,269,294千円であります。

　中間連結財務諸表規則の改正による中間連

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、

当中間連結会計期間から「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」は当中間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。

 

   

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9月20日）

 ──────  （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額」及

び「預り金の増減額」は、前中間連結会計期間は「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、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「未払消費

税等の増減額」は△1,670千円、「預り金の増減額」は△6,969千円で

あります。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成17年９月20日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月20日）

前連結会計年度

（平成18年３月20日）

※1　　　　────── ※1　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。 

投資用不動産   1,766,450千円

担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金　   1,100,000千円

※1　　　　──────

2　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。

2　保証債務

同左

2　保証債務

同左

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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。

※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 32,160千円

給料手当等 18,869千円

旅費交通費 4,868千円

業務委託費 7,046千円

顧問料 6,345千円

役員報酬 51,130千円

給料手当等 95,786千円

業務委託費 24,523千円

賞与引当金繰入額 11,227千円

役員賞与引当金繰入

額

31,830千円

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　　　　　　────── ※2　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

※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 

  

  

 建物 288千円 

 車両運搬具 114千円 

 合計 403千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式数

（株）

当中間連結会計期間増加

株式数（株）

当中間連結会計期間減少

株式数（株）

当中間連結会計期間末株

式数（株）

発行済株式     

普通株式 　　(注)１ 19,000 3,450 － 22,450

合計 19,000 3,450 － 22,450

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加3,450株は、公募増資に伴う新株発行による増加3,000株、第三者割当による新株の発行による増

加450株であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※1　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※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9月20日現在） （平成18年9月20日現在） （平成18年3月20日現在）

　現金及び現金同等物の中間期末残高

（1,451,510千円）と中間連結貸借対照表に

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中間期末残高

（1,394,403千円）と中間連結貸借対照表に

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期末残高（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。
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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  同左

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月20日現在）

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月20日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
 
 

 
中間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 2,262,010

  　非上場優先出資 83,200

合計 2,345,210

前連結会計年度末（平成18年３月20日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
 
 

 
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 271,396

  　非上場優先出資 50

合計 271,446

 

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9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  同左

④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年３月21日　至　平成18年９月20日）

　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションの内容

　　該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年3月21日　至平成17年9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）

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 209,114 28,533 2,596 240,244 － 240,244

(2)セグメント間の内部営業収益又は

振替高
－ － － － － －

計 209,114 28,533 2,596 240,244 － 240,244

営業費用 80,513 6,589 2,575 89,678 80,586 170,265

営業利益 128,600 21,943 20 150,565 (80,586) 69,978

　（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80,586千円であり、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。

当中間連結会計期間（自平成18年3月21日　至平成18年9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）

営業収益       

(1)外部顧客に対する営業収益 524,049 721,449 13,914 1,259,412 － 1,259,412

(2)セグメント間の内部営業収益又は

振替高
－ － 6,100 6,100 (6,100) －

計 524,049 721,449 20,014 1,265,512 (6,100) 1,259,412

営業費用 195,854 203,143 39,541 438,539 219,138 657,678

営業利益（又は営業損失） 328,194 518,306 △19,527 826,973 (225,238) 601,734

　（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225,238千円であり、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。
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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）

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

　（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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年3月21日　至平成17年9月20日）、当中間連結会計期間（自平成18年3月21日　至平成18年9月20

日）及び前連結会計年度（自平成17年3月21日　至平成18年3月20日）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。

ｃ．海外営業収益

前中間連結会計期間（自平成17年3月21日　至平成17年9月20日）、当中間連結会計期間（自平成18年3月21日　至平成18年9月20

日）及び前連結会計年度（自平成17年3月21日　至平成18年3月20日）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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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 79,732.21円

１株当たり

中間純利益金額
2,920.47円

１株当たり純資産額 190,169.00円

１株当たり

中間純利益金額
16,803.73円

 潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
15,310.12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株当たり中

間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。

当社は、平成18年９月21日をもって

普通株式１株につき３株の株式分割を

行っております。 

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び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

た場合の当中間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。

　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。

 前中間連結
会計期間

当中間連結
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

１株当たり
純資産額

26,577.40円 63,389.66円 30,709.63円

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
当期純利益
金額

973.49円 5,601.24円 5,802.38円

 潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額
5,103.37円

 

　なお、潜在
株式調整後１
株当たり中間
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。 

 
 
 
 

 

　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。 
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（注）１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日
至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年3月21日
至　平成18年9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株当たり中間（当期）純利益    

　中間（当期）純利益（千円） 35,585 348,795 288,122

　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）

　普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
35,585 348,795 271,122

　期中平均株式数（株） 12,185 20,757 15,575

    
潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益金額
   

　中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

　普通株式増加数（株） － 2,025 －

　（うち新株予約権） （－） (2,025)  （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(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）

前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9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. 新株予約権の発行

　当社は、平成18年2月27日開催の当社臨時株

主総会で承認されました商法第280条ノ20、第

280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づくス

トックオプションとしての新株予約権の発行

について、平成18年3月13日開催の取締役会に

おいて具体的な内容を決議し、下記のとおり

発行いたしました。

① 新株予約権の発行日

平成18年3月14日

② 新株予約権の発行数　 　500個

③ 新株予約権の発行価格　　無償

④ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　500株

⑤ 新株予約権の行使に際しての払込金額

株式公開時の発行価格

⑥ 新株予約権の行使期間

自　平成20年2月28日

至　平成26年2月27日

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場

合の発行価格及び資本組入額

発行価格　　新株予約権の行使時の払

込金額と同額とする。

資本組入額　発行価格に0.5を乗じた額

とし、計算の結果1円未満

の端数が生じたときは、

これを切り上げた額とす

る。

⑧ 新株予約権の割当を受けた者及び人数

当社役員　　　 2名

当社従業員　　19名

当社受入出向者 2名

入社予定者　　11名

1. 　　　　────── 1. 　　　　──────
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前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9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）

2. 　　　　────── 2. 　　　　──────  2. 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
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前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9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）

 （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。 

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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前中間連結会計期間

（自　平成17年3月21日

至　平成17年9月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年3月21日

至　平成18年9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）

  3. 　　　　　──────   3. 株式分割　 

平成18年８月30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

を発行しております。

(1) 平成18年９月21日をもって普通株式１株

につき３株に分割します。

① 分割により増加する株式

 　 普通株式　 　44,900株   

② 分割方法

平成18年９月20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３株の割合をもって分割

します。

(2)　配当起算日

 　 平成18年３月21日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間連結会計期間及び前連結会計

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中間連結会計期

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。

  3. 　　　　　──────

前中間連結
会計期間

当中間連結
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

１株当たり
純資産額

26,577.40円 63,389.66円 30,709.63円

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
中間純利益
金額

１株当たり
当期純利益
金額

973.49円 5,601.24円 5,802.38円

 潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額
5,103.37円

 

　なお、潜在
株式調整後１
株当たり中間
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。 

 
 
 
 

 

　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。 
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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、不動産仲介関連事業及びアセットマネジメント事業を主たる事業として行っており、生産活動を

行っていないため該当事項はありません。

 

(2）受注実績

当社グループは、受注活動を行っていないため、該当する事項はありません。

 

 (3）販売実績

事業の種類別セグメント
の名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月21日
至　平成17年９月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月21日
至　平成18年９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）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

不動産仲介関連事業 209,114 87.0 524,049 41.6 588,767 55.4

アセットマネジメント事

業
28,533 11.9 721,449 57.3 446,787 42.0

その他事業 2,596 1.1 13,914 1.1 27,280 2.6

合計 240,244 100.0 1,259,412 100.0 1,062,836 100.0

 　（注）１．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

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月21日
至　平成17年９月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月21日
至　平成18年９月20日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三井住友建設㈱ 50,000 20.8 － －

オー・アール・アール・ワ

ン㈲ 
28,533 11.9 － －

㈲ジェイ・レップ・Ｆ － － 198,560 15.8

　　　　 ２．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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