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１　四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

①　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

②　連結及び持分法の適用範囲の異動の状況　　　　　　　　　　　　　　　　：無

③　公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　　　　　　　　　　　：無

２　平成19年８月期第１四半期の財務・業績概況（平成18年９月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期第１四半期 2,791 98.2 491 222.9 416 461.2 207 345.6

18年８月期第１四半期 1,408 － 152 － 74 － 46 －

（参考）18年８月期 17,665 435.1 1,629 138.7 1,109 106.8 485 78.0

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８月期第１四半期 2,983 91 2,838 26

18年８月期第１四半期 784 86 732 29

（参考）18年８月期 7,571 26 7,066 98

　（注）①　持分法投資損益 19年８月期第１四半期 －百万円 18年８月期第１四半期 －百万円

 18年８月期 －百万円

②　期中平均株式数（連結） 19年８月期第１四半期 69,510株 18年８月期第１四半期 59,300株

 18年８月期 64,156株

③　会計処理の方法の変更　無

④　当社は平成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。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期（平成18年９月１日～平成18年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益は改善し、設備投資が増加し

ているものの、個人消費の伸びが鈍化しております。雇用情勢は厳しさが残るものの、改善に広がりが見られました。

　また、不動産市況が好調ななか、不動産証券化市場も順調に拡大しております。大都市圏を中心に不動産市況は引き続

き活発であり、J-REITの上場本数も40銘柄を超えました。

　このような中、当社グループは新たに策定した中期３ヶ年計画に基づき、更なる業績拡大を目指して今期をスタートい

たしました。この結果、当第１四半期の売上高は2,791百万円（前年同期比98.2％増）、営業利益491百万円（前年同期比

222.9％増）、経常利益416百万円（前年同期比461.2％増）、四半期純利益207百万円（前年同期比345.6％増）となりまし

た。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

（不動産投資ファンド事業）

　当第１四半期におきましては、主力商品である住居用不動産投資ファンド「レジデンシャル－ＯＮＥシリーズ」で新規

に３本のファンドを組成しました。また、同ファンドで３本の償還を迎えたことから、売上高は733百万円（前年同期比

230.1％増）、営業利益は412百万円（前年同期比707.7％増）となりました。

（不動産コンサルティングサービス事業）

　引き続きファンド向け物件の組み入れによりコンサルティングフィーを計上しております。その結果、売上高は348百万

円（前年同期比35.6％増）、営業利益は186百万円（前年同期比922.0％増）となりました。
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（不動産投資事業）

　当第１四半期におきましては、６物件を取得し５物件を売却しました。また、取得した物件により賃料収入が増加しま

した。その結果、売上高は1,709百万円（前年同期比83.9％増）、営業利益は41百万円（前年同期比46.4％減）となりまし

た。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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８月期第１四半期 21,735 5,331 24.5 76,322 77

18年８月期第１四半期 12,761 1,668 13.1 28,143 40

（参考）18年８月期 18,868 5,089 27.0 73,397 01

　（注）①　期末発行済株式数（連結） 19年８月期第１四半期 69,820株 18年８月期第１四半期 59,300株

 18年８月期 69,300株

②　当社は平成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。

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,867百万円増加し、21,735百万円となりました。これ

は主に販売用不動産、その他たな卸資産を中心として流動資産が3,471百万円増加したことによるものであります。

　負債は前連結会計年度末に比べ2,624百万円増加し、16,403百万円となりました。これは主に長期借入金が1,983百万円

増加したことによるものであります。

　株主資本は前連結会計年度末と比べ230百万円増加し、5,296百万円となりました。これは主に四半期利益剰余金が207百

万円増加したことによるものであります。

(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

19年８月期第１四半期 △3,463 637 3,039 698

18年８月期第１四半期 △5,524 △506 6,371 614

（参考）18年８月期 △7,400 △3,021 10,619 480

［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、投資有価証券の取得による支出、販

売用不動産の増加などの要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が423百万円になったことに加え、金融機関から

の借入れによる資金調達、投資有価証券の売却を行ったことにより、当四半期連結会計期間末には698百万円となりました。

　当四半期連結会計期間のキャッシュ・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，3,463百万円となりました。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）

　投資活動の結果得られた資金は、637百万円となりました。これは主に投資有価証券売却による収入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、3,039百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものであります。
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３　平成19年８月期第１四半期の配当状況（個別）

・現金配当

１株当たり配当金（円）

基準日 第１四半期末

19年８月期第１四半期 －

18年８月期第１四半期 －

 

○添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結剰余金計算書、連結株主資本等変動計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書、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、四半期連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更、表示方法の変更、注記事項等、平成19年８月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書、株主資本等変動計算書、四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項、四半期財

務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更、注記事項等

以上

［参考］

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）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
１株当たり予想当期純
利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

通　期 27,300 1,500 800 11,458 3

［業績予想に関する定性的情報等］

　中間期の業績予想につきましては、確定次第公表いたします。通期につきましては、平成18年10月13日に公表した数値

に変更はありません。

※　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、上記数値と異なる場合があります。

－ 3 －



４　四半期連結財務諸表等

(1）四半期連結貸借対照表

 
前第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
対前四半期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  614,931   698,634    480,710  

２．営業未収金  227,507   503,542    702,169  

３．販売用不動産  9,095,544   15,599,155    12,413,125  

４．その他たな卸資　
　産

 26,099   205,041    59,722  

５．仮払金  150,223   50    －  

６．短期貸付金  5,000   16,569    22,524  

７．立替金  29,156   42,331    125,565  

８．繰延税金資産  53,765   151,754    151,754  

９．その他  424,069   602,451    393,553  

貸倒引当金  △1,655   △47,320    △48,312  

流動資産合計  10,624,642 83.3  17,772,211 81.8 7,147,568  14,300,815 75.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 474,040   2,112,470    2,097,570   

減価償却累計額 17,082 456,957  82,136 2,030,334   62,131 2,035,438  

(2）車両運搬具 27,113   44,427    42,840   

減価償却累計額 2,548 24,565  7,330 37,096   6,166 36,674  

(3）その他 92,895   483,782    469,793   

減価償却累計額 12,295 80,600  24,755 459,027   22,505 447,287  

有形固定資産合
計

 562,123 4.4  2,526,458 11.6 1,964,335  2,519,401 13.3

２．無形固定資産           

(1) 連結調整勘定  38,114   －    －  

(2）その他  201,548   206,791    203,778  

無形固定資産合計  239,663 1.8  206,791 0.9 △32,871  203,778 1.1
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前第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
対前四半期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,129,645   849,965    1,533,198  

(2）差入保証金  112,414   166,640    132,714  

(3）繰延税金資産  2,740   3,186    3,186  

(4）その他  89,783   210,517    175,545  

投資その他の資産
合計

 1,334,584 10.5  1,230,309 5.7 △104,274  1,844,644 9.8

固定資産合計  2,136,370 16.7  3,963,560 18.2 1,827,189  4,567,824 24.2

資産合計  12,761,013 100.0  21,735,771 100.0 8,974,758  18,868,639 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．営業未払金  138,808   146,009    147,518  

２．短期借入金  9,677,000   9,571,475    8,833,610  

３．１年以内返済予定
の長期借入金

 498,632   583,059    288,244  

４．未払法人税等  38,455   221,473    647,333  

５．預り金  39,675   41,059    25,106  

６. 繰延税金負債  281   420    420  

７．その他  87,966   311,629    358,898  

流動負債合計  10,480,819 82.1  10,875,127 50.1 394,308  10,301,130 54.6
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前第１四半期連結会計期間末

（平成17年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
対前四半期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  67,920   4,397,287    2,413,518  

２．預り保証金  441,939   297,187    285,862  

３．出資預り金  86,115   258,627    264,359  

４．繰延税金負債  －   2,274    2,855  

５．その他  12,314   573,411    511,500  

固定負債合計  608,289 4.8  5,528,787 25.4 4,920,497  3,478,096 18.4

負債合計  11,089,109 86.9  16,403,915 75.5 5,314,806  13,779,226 73.0

           
（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  683,900 5.4  － － △683,900  － －

Ⅱ　資本剰余金  575,400 4.5  － － △575,400  － －

Ⅲ　利益剰余金  401,586 3.2  － － △401,586  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

 807 0.0  － － △807  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定  7,209 0.0  － － △7,209  － －

資本合計  1,668,903 13.1  － － △1,668,903  － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

 12,761,013 100.0  － － △12,761,013  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  － －  2,178,380 10.0 2,178,380  2,166,680 11.5

２．資本剰余金  － －  2,069,880 9.6 2,069,880  2,058,180 10.9

３．利益剰余金  － －  1,048,197 4.8 1,048,197  840,785 4.5

株主資本合計  － －  5,296,457 24.4 5,296,457  5,065,645 26.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

 － －  351 0.0 351  219 0.0

２．繰延ヘッジ損益  － －  3,327 0.0 3,327  4,178 0.0

３．為替換算調整勘定  － －  28,718 0.1 28,718  16,369 0.0

評価・換算差額等合
計

 － －  32,398 0.1 32,398  20,766 0.1

Ⅲ　少数株主持分  － －  3,000 0.0 3,000  3,000 0.0

純資産合計  － －  5,331,855 24.5 5,331,855  5,089,412 27.0

負債・純資産合計  － －  21,735,771 100.0 21,735,771  18,868,639 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高  1,408,876 100.0  2,791,923 100.0 1,383,047  17,665,836 100.0

Ⅱ　売上原価  896,043 63.6  1,807,389 64.7 911,345  14,097,231 79.8

売上総利益  512,832 36.4  984,534 35.3 471,701  3,568,605 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 360,689 25.6  493,253 17.7 132,563  1,938,756 11.0

営業利益  152,142 10.8  491,280 17.6 339,138  1,629,848 9.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息 69   137    381   

２．受取配当金 －   2    141   

３．匿名組合投資利益 6,255   5,307    43,578   

４．その他 3,740 10,065 0.7 12,626 18,074 0.6 8,009 44,582 88,682 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息 56,230   81,966    296,424   

２．融資手数料 30,026   8,664    290,321   

３．株式交付費 －   －    10,860   

４．株式分割費用 893   －    －   

５．その他 924 88,074 6.3 2,696 93,328 3.3 5,253 11,784 609,390 3.4

経常利益  74,132 5.2  416,026 14.9 341,894  1,109,141 6.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入 － － － 1,370 1,370 0.1 1,370 7,327 7,327 0.0
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

           

匿名組合損益分配
前税金等調整前四
半期（当期）純利
益

 74,132 5.3  417,396 15.0 343,264  1,116,468 6.3

匿名組合損益分配
額

 △4,679 △0.3  △5,885 △0.2 △1,205  △48,532 △0.3

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 78,812 5.6  423,281 15.2 344,469  1,165,001 6.6

法人税、住民税及
び事業税

32,270   215,870    777,153   

法人税等調整額 － 32,270 2.3 － 215,870 7.7 183,600 △97,894 679,259 3.9

四半期（当期）純
利益

 46,542 3.3  207,411 7.5 160,869  485,741 2.7
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(3）四半期連結剰余金計算書

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

区分 金額（千円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  575,400

Ⅱ　資本剰余金増加高   

増資による新株の発行 － －

Ⅲ　資本剰余金四半期期末（期
末）残高

 575,400

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  355,044

Ⅱ　利益剰余金増加高   

四半期（当期）純利益 46,542 46,542

Ⅲ　利益剰余金四半期期末（期
末）残高

 401,586
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(4）連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年８月31日　残高（千円） 2,166,680 2,058,180 840,785 5,065,645

当第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）　（注） 11,700 11,700 － 23,400

当期純利益（千円） － － 207,411 207,411

株主資本以外の項目の当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額）（千円）
－ － － －

当第１四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 11,700 11,700 207,411 230,811

平成18年11月30日　残高（千円） 2,178,380 2,069,880 1,048,197 5,296,457

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18年８月31日　残高（千円） 219 4,178 16,369 20,766 3,000 5,089,412

当第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － － － 23,400

当期純利益（千円） － － － － － 207,411

株主資本以外の項目の当第１四半期連結会計期間中

の変動額（純額）（千円）
132 △850 12,349 11,631 － 11,631

当第１四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 132 △850 12,349 11,631 － 242,443

平成18年11月30日　残高（千円） 351 3,327 28,718 32,398 3,000 5,331,855

（注）新株予約権の権利行使による増加であります。
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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）

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（千円）

新株の発行（千円）　（注） 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

（注）平成18年１月10日付けで発行した第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。
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期比

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９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前四半期（当
期）純利益

78,812 423,281  1,165,001

減価償却費 15,033 29,636  86,028

連結調整勘定償却額 12,704 －  －

のれん償却額 － －  73,659

貸倒引当金の増減額(減少
△)

△6,861 △1,000  39,794

受取利息及び受取配当金 △69 △140  △522

匿名組合投資利益 △6,255 △5,307  △43,578

支払利息 56,230 81,966  296,424

匿名組合損益分配額 △4,679 △5,885  △48,532

営業未収金の増減額（増加
△）

140,397 199,308  △333,767

販売用不動産の増減額（増
加△）

△5,407,993 △3,186,030  △8,725,574

その他たな卸資産の増減額
（増加△）

△6,890 △145,031  △40,458

営業未払金の増減額(減少
△)

22,778 △2,349  31,035

未払消費税等の増減額(減
少△)

△32,995 △92,065  85,819

その他 △91,446 △30,614  671,998

小計 △5,231,234 △2,734,230 2,497,004 △6,742,672

利息及び配当金の受取額 69 1,760  24,192

利息の支払額 △72,611 △101,439  △313,222

法人税等の支払額 △221,048 △629,384  △369,109

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△5,524,826 △3,463,293 2,061,532 △7,400,811
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期比

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９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

△40,608 △18,084  △2,029,698

無形固定資産の取得による
支出

－ △1,457  －

投資有価証券の取得による
支出

△849,387 △112,962  △1,842,230

投資有価証券売却による収
入

371,116 800,000  983,291

貸付による支出 － △41,500  △24,000

貸付金の回収による収入 33,000 47,455  39,475

その他 △20,244 △36,030  △148,616

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△506,123 637,420 1,143,543 △3,021,778

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 6,720,500 737,865  5,877,110

長期借入れによる収入 100,000 2,500,000  2,909,250

長期借入金の返済による支
出

△447,996 △221,414  △1,122,036

株式の発行による収入 － 23,400  2,951,699

新株予約権発行による収入 － －  3,000

その他 △893 －  －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

6,371,610 3,039,850 △3,331,760 10,619,023

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△2,820 3,946 6,767 7,186

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（減少額△）

337,840 217,923 △119,916 203,619

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

277,090 480,710 203,619 277,090

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期
期末（期末）残高

614,931 698,634 83,702 480,710
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　７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

ロタ・リゾート㈲

SNM CORPORATION

　上記のうち、平成17年10月11

日設立の㈱ホテルシステムズに

ついては、当第１四半期におい

て新たに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

㈲

(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㈲ 

㈱1－2－3キャピタルマネジメ

ント

㈲リプライ

 平成18年９月１日付で雲南観光

㈲から㈱1－2－3キャピタルマネジ

メントに商号変更しております。

(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、四半期純

損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等

は、四半期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）

同左

（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、当期純損

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、四半期純損益（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

ても四半期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㈲、㈱1－2

－3キャピタルマネジメント、㈲リプ

ライについては、四半期純損益（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四半期連結財務

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
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

３．連結子会社の四半期

決算日（決算日）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、㈱ホ

テルシステムズの四半期の末日は四

半期連結決算日と一致しております。

なお、ロタ・リゾート㈲、SNM 

CORPORATIONの四半期決算日は９月30

日であります。

　四半期連結財務諸表を作成するに

あたっては、ロタ・リゾート㈲、SNM 

CORPORATIONについては同日現在の四

半期財務諸表を使用し、四半期連結

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、

㈱ゴルフリゾートの四半期の末日は

四半期連結決算日と一致しておりま

す。なお、ロタ・リゾート㈲、SNM 

CORPORATION、ウエストランドプロパ

ティーズ㈲の四半期決算日は９月30

日であります。

　四半期連結財務諸表を作成するに

あたっては、ロタ・リゾート㈲、SNM 

CORPORATION、ウエストランドプロパ

ティーズ㈲については同日現在の四

半期財務諸表を使用し、四半期連結

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。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

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

  四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

  四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部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。

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

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

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～42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10年～47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。　　　

 （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

（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

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　　　　　３～10年

イ　有形固定資産

  当社及び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

当社及び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
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

 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

当社及び連結子会社は定額法を

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（５年）に基づいております。

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

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 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

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

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

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

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

(6）その他四半期連結

財務諸表（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、当四半期連結会

計期間の費用として処理しており

ます。

イ　消費税等の会計処理 

同左

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。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

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

　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、四半期連結財

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

金等調整前四半期純利益の直前の

「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。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

同左

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。

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。

  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．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

  四半期連結剰余金計算書は、連結

会社の利益処分について、四半期連

結会計期間中に確定した利益処分に

基づいて作成しております。

―――――― ――――――

８．四半期連結キャッ

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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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

　当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

（固定資産の減損に関わる会計基準）

  当四半期連結会計期間より、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））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

―――――― （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。
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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

────── ────── （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）

  　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。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 222,231 257,017 929,626 1,408,876 － 1,408,876

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,180 6,156 － 9,336 (9,336) －

計 225,412 263,173 929,626 1,418,212 (9,336) 1,408,876

　　　営業費用 174,344 244,950 852,971 1,272,266 (15,533) 1,256,733

　　　営業利益 51,067 18,222 76,655 145,945 6,196 152,142

　（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

当第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 733,628 348,412 1,709,882 2,791,923 － 2,791,923

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,323 13,502 － 18,825 (18,825) －

計 738,951 361,914 1,709,882 2,810,749 (18,825) 2,791,923

　　　営業費用 326,484 175,692 1,668,811 2,170,989 129,653 2,300,642

　　　営業利益 412,466 186,222 41,070 639,760 (148,479) 491,280

　（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、ゴルフ場

運営収入
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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）

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）

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

　（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、ゴルフ運

営収入

２．所在地別セグメント情報

  前第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,355,323 53,553 1,408,876 － 1,408,876

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,180 － 3,180 (3,180) －

計 1,358,503 53,553 1,412,056 (3,180) 1,408,876

　　　営業費用 1,144,924 111,808 1,256,733 － 1,256,733

　　　営業利益又は営業損失 213,578 (58,255) 155,322 (3,180) 152,142

 （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

  当第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,727,268 64,654 2,791,923 － 2,791,923

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,727,268 64,654 2,791,923 － 2,791,923

　　　営業費用 2,036,640 117,552 2,154,193 146,449 2,300,642

　　　営業利益又は営業損失 690,627 (52,898) 637,729 (146,449) 491,280

 （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
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   　　 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）

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）

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

営業利益又は営業損失 2,463,780 (264,077) 2,199,703 (569,854) 1,629,848

 （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．海外売上高

　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）において、連結売上の10％未満であるため、海外

売上の記載を省略しております。　

　前第１四半期連結会計期間（自平成17年９月１日　至平成17年11月30日）及び当第１四半期連結会計期間（自平

成18年９月１日　至平成18年11月30日）において、連結売上の10％未満であるため、海外売上の記載を省略してお

ります。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

１株当たり純資産額 28,143.40円

１株当たり四半期純利

益金額
784.86円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
732.29円

１株当たり純資産額 76,322.77円

１株当たり四半期純利

益金額
2,983.91円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
2,838.26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。

前第１四半期
連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日)

当第１四半期
連結会計期間

(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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)

純資産の部の合計額（千円） － 5,331,855 5,089,412

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ 3,000 3,000

（うち少数株主持分） (－) (3,000) (3,000)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資

産額（千円）
－ 5,328,855 5,086,412

１株当たり純資産額の算定に用いられた

四半期末（期末）の普通株式の数（株）
－ 69,820 69,300
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２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

前第１四半期
連結会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日)

当第１四半期
連結会計期間

(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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)

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 46,542 207,411 485,741

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
46,542 207,411 485,741

期中平均株式数（株） 59,300 69,510 64,156

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,256.97 3,567 4,578

（うち新株予約権にかかる増加数） （4,256.97） （3,567） （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）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

１．新株予約権の発行

　平成17年12月16日開催の取締役会決

議に基づき、第２回新株予約権（第三

者割当て）を発行いたしました。

　当該新株予約権の概要は以下のと

おりであります。

   (1) 割当先

　　　 メリルリンチ日本証券株式会社

   (2) 新株予約権の払込期日及び発効

日

　　　 平成18年１月10日

 　(3) 新株予約権の数

 　　　100個

   (4) 新株予約権の発行価額

 　　　１個当たり30,000円

   (5) 新株予約権の目的となる株式の

種類

 　　　普通株式

 　(6) 新株予約権の行使時の１株当た

りの払込金額（以下「行使価

額」）

　当初は、390,500円とします。

平成18年１月17日以降は、新株予

約権の行使請求の効力発生日の前

日まで３連続取引日の株式会社大

阪証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値の

90％に相当する金額とします。但

し、行使価額の下限は平成18年１

月16日の株式会社大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値の50％に相当する金額とし

ます。

   (7) 新株予約権の目的となる株式の

数

　　　 10,000株　　 

   (8) 新株予約権の行使期間

平成18年１月17日から平成19年

１月17日まで

   (9) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額のうち資本に

組入れる額

　　　 発行価額の50％

  (10) 新株予約権の譲渡制限

　譲渡は当社取締役会の承認を要

します。

────── ──────
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30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）

  (11) 資金の使途

　新たに組成する不動産投資ファ

ンドの匿名組合出資金等に充当す

る予定であります。

  (12) コミットメント条項

　割当先であるメリルリンチ日本

証券株式会社との間で、本新株予

約権の行使について以下の内容の

契約を締結しております。

①  当社は、メリルリンチ日本証

券株式会社に対して本新株予約

権を行使する一定期間（20取引

日）及び行使する本新株予約権

の数を指定することができます。

  なお、当該指定期間が経過し

た後でなければ新たな指定を行

うことはできません。

②　メリルリンチ日本証券株式会

社は本新株予約権の行使を希望

する旨を申し入れることができ

るが、当社は自己の裁量により

受諾又は拒絶することができま

す。

────── ──────
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平成19年８月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年１月12日

上場会社名　株式会社レイコフ （コード番号：８９４１　大証ヘラクレス）

（ＵＲＬ　http://www.reicof.co.jp/　）  

代表者　　　代表取締役　　　　　　　山本　　誠  

問合せ先　　取締役　経営管理本部長　浅岡　要弘 （ＴＥＬ：（０６）６２２６－０５８８）

１　四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

①　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

②　公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　　　　　　　　　　　：無

２　平成19年８月期第１四半期の財務・業績概況（平成18年９月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

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８月期第１四半期 156 28.0 7 10.4 25 169.1 18 387.8

18年８月期第１四半期 122 － 7 － 9 － 3 －

（参考）18年８月期 585 72.4 8 △80.2 52 135.5 26 133.5

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８月期第１四半期 259 54 246 87

18年８月期第１四半期 62 36 58 18

（参考）18年８月期 410 66 383 31

（注）①　期中平均株式数 19年８月期第１四半期 69,510株 18年８月期第１四半期 59,300株

 18年８月期 64,156株

②　会計処理の方法の変更　無

　　　　③　当社は平成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）財政状態の変動状況

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８月期第１四半期 9,377 4,340 46.3 62,173 27

18年８月期第１四半期 11,345 1,307 11.5 22,056 68

（参考）18年８月期 9,975 4,300 43.1 62,054 08

（注）①　期末発行済株式数 19年８月期第１四半期 69,820株 18年８月期第１四半期 59,300株

 18年８月期 69,300株

②　期末自己株式数 19年８月期第１四半期 －株 18年８月期第１四半期 －株 18年８月期 －株

 　　　 ③　当社は平成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。

［参考］

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）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
１株当たり予想当期純
利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

通期 800 75 40 572 90

　なお、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、上記数値と異なる場合があります。

以上
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３　四半期財務諸表等

(1）四半期貸借対照表

 
前第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  45,961   82,033    186,730  

２．営業未収金  193,256   456,930    402,559  

３．貯蔵品  121   148    152  

４．前渡金  23,000   －    －  

５．前払費用  39,910   29,558    22,627  

６．繰延税金資産  3,869   8,607    8,607  

７．立替金  211,226   676,261    664,479  

８．短期貸付金  9,552,242   7,521,482    8,050,466  

９．その他  74,543   17,970    95,221  

貸倒引当金  △10,000   △8,490    △9,030  

流動資産合計  10,134,132 89.3  8,784,502 93.7 △1,349,630  9,421,814 94.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 22,608   42,495    35,389   

減価償却累計額 5,047 17,560  8,568 33,926   7,582 27,806  

(2）車両運搬具 5,924   5,924    5,924   

減価償却累計額 2,310 3,614  3,463 2,461   3,250 2,674  

(3）工具器具備品 14,787   23,425    21,297   

減価償却累計額 3,777 11,010  9,491 13,934   8,169 13,127  

（4）その他 － －  63 63   63 63  

有形固定資産合計  32,184 0.3  50,386 0.5 18,201  43,672 0.4

２．無形固定資産           

(1）電話加入権  112   112    112  

(2）ソフトウェア  160   5,962    5,142  

無形固定資産合計  273 0.0  6,075 0.1 5,801  5,255 0.1
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前第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  363,208   363,208    363,208  

(2）出資金  500   500    500  

(3）関係会社長期貸
付金

 712,767   18,900    21,000  

(4）長期前払費用  1,856   2,693    2,611  

(5）繰延税金資産  446   12    －  

(6）差入保証金  77,570   130,787    96,970  

(7）その他  22,939   20,407    20,280  

貸倒引当金  △700   △20    △30  

投資その他の資産
合計

 1,178,589 10.4  536,489 5.7 △642,100  504,540 5.0

固定資産合計  1,211,047 10.7  592,950 6.3 △618,096  553,468 5.5

資産合計  11,345,179 100.0  9,377,452 100.0 △1,967,726  9,975,283 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．短期借入金  8,756,000   2,786,000    3,270,600  

２．１年以内返済予定
の長期借入金

 493,640   163,400    44,400  

３．未払金  7,623   12,067    13,811  

４．未払費用  943   1,500    1,404  

５．未払法人税等  6,699   10,533    30,925  

６．未払消費税等  2,374   3,352    9,998  

７．預り金  698,202   1,666,887    1,980,352  

流動負債合計  9,965,484 87.9  4,643,740 49.5 △5,321,743  5,351,492 53.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  59,420   390,500    320,600  

２．繰延税金負債  －   2,274    2,843  

３．その他  12,314   －      

固定負債合計  71,734 0.6  392,774 4.2 321,040  323,443 3.3

負債合計  10,037,218 88.5  5,036,515 53.7 △5,000,703  5,674,935 56.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金  683,900 6.0  － － △683,900  － －

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金 604,108   －    －   

資本剰余金合計  604,108 5.3  － － △604,108  － －

Ⅲ　利益剰余金           

四半期（当期）未
処分利益

19,952   －    －   

利益剰余金合計  19,952 0.2  － － △19,952  － －

資本合計  1,307,961 11.5  － － △1,307,961  － －

負債及び資本合計  11,345,179 100.0  － － △11,345,179  － －
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前第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

 (純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  － －  2,178,380 23.2 2,178,380  2,166,680 21.7

２．資本剰余金           

(1）資本準備金 －   2,098,588    2,086,888   

資本準備金合計  － －  2,098,588 22.4 2,098,588  2,086,888 20.9

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

繰越利益剰余金 －   60,641    42,601   

利益剰余金合計  － －  60,641 0.6 60,641  42,601 0.5

株主資本合計  － －  4,337,609 46.3 4,337,609  4,296,169 43.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．繰延ヘッジ損益 －   3,327    4,178   

評価・換算差額等合
計

 －   3,327 0.0 3,327  4,178 0.0

純資産合計  － －  4,340,937 46.3 4,340,937  4,300,347 43.1

負債・純資産合計  － －  9,377,452 100.0 9,377,452  9,975,283 100.0
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(2）四半期損益計算書

 
前第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　営業収益           

経営管理収入 122,070 122,070 100.0 156,300 156,300 100.0 34,230 585,600 585,600 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理
費

          

１．役員報酬 12,075   17,520    58,775   

２．給料手当 16,885   35,329    97,634   

３．法定福利費 2,614   5,094    13,609   

４．福利厚生費 2,816   4,838    14,450   

５．交際費 441   993    3,415   

６．水道光熱費 1,668   2,197    6,169   

７．支払手数料 26,389   18,414    140,142   

８．リース料 1,535   2,651    8,766   

９．賃借料 20,795   26,778    92,350   

10．事務用品費 3,355   2,991    13,061   

11．減価償却費 1,894   2,849    10,638   

12．貸倒引当金繰入額 5,300   －    3,660   

13．その他 19,165 114,937 94.2 28,768 148,427 95.0 33,490 113,947 576,621 98.5

営業利益  7,132 5.8  7,872 5.0 739  8,978 1.5

Ⅲ　営業外収益           

１．受取利息 57,377   42,155    276,759   

２．その他 230 57,607 47.2 293 42,449 27.2 △15,158 932 277,691 47.4

Ⅳ　営業外費用           

１．支払利息 54,406   25,030    208,118   

２．新株発行費 893   －    －   

３．株式交付費 －   －    10,860   

４．その他 43 55,342 45.3 － 25,030 16.0 △30,311 14,769 233,748 39.9

経常利益  9,397 7.7  25,290 16.2 15,892  52,920 9.0
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前第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

対前四半期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅴ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入 － － － 550 550 0.3 550 － － －

税引前四半期（
当期）純利益

 9,397 7.7  25,840 16.5 16,442  52,920 9.0

法人税、住民税
及び事業税

5,700   7,800    30,878   

法人税等調整額 － 5,700 4.7 － 7,800 5.0 2,100 △4,303 26,574 4.5

四半期（当期）
純利益

 3,697 3.0  18,040 11.5 14,342  26,346 4.5

前期繰越利益  16,254   －  △16,254  －  

四半期（当期）
未処分利益

 19,952   －  △19,952  －  
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(3）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９月１日　至平成18年11月30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

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円）　（注） 11,700 11,700 11,700 － － 23,400

当期純利益（千円）    18,040 18,040 18,040

株主資本以外の項目の当第１四半期会計期間中

の変動額（純額）（千円）
－ － － － － －

当第１四半期会計期間中の変動額合計（千円） 11,700 11,700 11,700 18,040 18,040 41,440

平成18年11月30日　残高（千円） 2,178,380 2,098,588 2,098,588 60,641 60,641 4,337,609

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18年８月31日　残高（千円） 4,178 4,178 4,300,347

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － 23,400

当期純利益（千円） － － 18,040

株主資本以外の項目の当第１四半期会計期間中

の変動額（純額）（千円）
△850 △850 △850

当第１四半期会計期間中の変動額合計（千円） △850 △850 40,590

平成18年11月30日　残高（千円） 3,327 3,327 4,340,937

（注）新株予約権の権利行使による増加であります。
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前事業年度（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）　（注） 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

（注）平成18年１月10日付けで発行した第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。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（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

(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

(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 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

  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

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

(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

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（５年）に基づいております。

(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。

────── (1）新株交付費

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

(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 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

(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

(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

  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

  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．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

  　税抜方式によっております。

イ　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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　（固定資産の減損に関わる会計基準）

  当四半期会計期間より、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））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

────── （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。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

────── ────── （損益計算書） 

　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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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（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 22,056.68円

１株当たり四半期純利

益金額
62.36円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
58.18円

１株当たり純資産額 62,173.27円

１株当たり四半期純利

益金額
259.54円

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
246.87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。

前第１四半期会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日)

前事業年度
(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） － 4,340,937 4,300,347

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ － －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資

産額（千円）
－ 4,340,937 4,300,347

１株当たり純資産額の算定に用いられた

四半期末（期末）の普通株式の数（株）
－ 69,820 69,300
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２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

前第１四半期会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 3,697 18,040 26,346

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
3,697 18,040 26,346

期中平均株式数（株） 59,300 69,510 64,156

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,256.97 3,567 4,578

（うち新株予約権にかかる増加数） （4,256.97） (3,567) （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）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．新株予約権の発行

　平成17年12月16日開催の取締役会決

議に基づき、第２回新株予約権（第三

者割当）を発行いたしました。

　当該新株予約権の概要は以下のと

おりであります。

   (1) 割当先

メリルリンチ日本証券株式会社

   (2) 新株予約権の払込期日及び発効

日

　　　 平成18年１月10日

 　(3) 新株予約権の数

　　　 100個

   (4) 新株予約権の発行価額

　　　 １個当たり30,000円

   (5) 新株予約権の目的となる株式の

種類

　　　 普通株式

 　(6) 新株予約権の行使時の１株当た

りの払込金額（以下「行使価

額」）

　当初は、390,500円とします。

平成18年１月17日以降は、新株予

約権の行使請求の効力発生日の前

日まで３連続取引日の株式会社大

阪証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値の平均値の

90％に相当する金額とします。但

し、行使価額の下限は平成18年１

月16日の株式会社大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値の50％に相当する金額とし

ます。

   (7) 新株予約権の目的となる株式の

数

　　　 10,000株　　 

   (8) 新株予約権の行使期間

平成18年１月17日から平成19年

１月17日まで

   (9) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額のうち資本に

組入れる額

　　　 発行価額の50％

  (10) 新株予約権の譲渡制限

　譲渡は当社取締役会の承認を要

します。

────── ──────
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

  (11) 資金の使途

　新たに組成する不動産投資ファ

ンドの匿名組合出資金等に充当す

る予定であります。

  (12) コミットメント条項

　割当先であるメリルリンチ日本

証券株式会社との間で、本新株予

約権の行使について以下の内容の

契約を締結しております。

①  当社は、メリルリンチ日本証

券株式会社に対して本新株予約

権を行使する一定期間（20取引

日）及び行使する本新株予約権

の数を指定することができます。

  なお、当該指定期間が経過し

た後でなければ新たな指定を行

うことはできません。

②　メリルリンチ日本証券株式会

社は本新株予約権の行使を希望

する旨を申し入れることができ

るが、当社は自己の裁量により

受諾又は拒絶することができま

す。

────── ──────
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