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１．18年11月期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年11月30日） 

(1) 連結経営成績                               （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年11月期 
17年11月期 

百万円    ％ 
6,302（ △2.3） 
6,449（ 57.6） 

百万円    ％ 
668（△19.0） 
825（ 64.2） 

百万円    ％ 
569（△23.9） 
748（ 41.3） 

 

 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 

 
18年11月期 
17年11月期 

百万円    ％ 
322（△30.5） 
464（ 37.9） 

円  銭 
35 93  
50 35  

円  銭 
35 37  
49 30  

％ 
11.6  
18.7  

％ 
7.9  
12.1  

％ 
9.0  
11.6  

(注)①持分法投資損益      18年11月期      － 百万円   17年11月期      － 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年11月期     8,978,509 株     17年11月期  8,902,715 株 

③会計処理の方法の変更   無  

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。 
 
(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 

 
18年11月期 
17年11月期 

百万円 
6,735  
7,638  

百万円 
2,870  
2,675  

％ 
42.6  
35.0  

円   銭 
318     68  
299     43  

(注)期末発行済株式数（連結）  18年11月期    9,006,920 株     17年11月期    8,936,000 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 

 
18年11月期 
17年11月期 

百万円 
△1,256  
△329  

百万円 
1,289  

△1,076  

百万円 
△933  
1,768  

百万円 
722  

1,623  
 
(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     1 社   持分法適用非連結子会社数   － 社   持分法適用関連会社数   － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   － 社   (除外)   － 社    持分法 (新規)   － 社   (除外)   － 社 
 
２．19年11月期の連結業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円 
3,500  
8,800  

百万円 
440  

1,200  

百万円 
240  
675  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）72円 72銭 

  

※ 上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１ 企業集団の状況 

 当社グループは、株式会社毎日コムネット(当社)及び連結子会社 株式会社学生サービスプ

ラザの 2 社により構成されております。 
 
当社グループは首都圏の大学生を中心とした学生(以下学生等)を対象にクラブやサークル活

動で行われる合宿・研修旅行の企画手配を中心とした旅行業に端を発し、学生等と密接なネッ

トワークを構築しながら、そのニーズを的確に捉え、事業領域を拡大してまいりました。 
首都圏大学への進学者の増加と女子学生の増加による需要の高まりを背景に、学生向けマン

ションの開発、運営管理を行う学生マンション事業は不動産の有効活用に悩む個人･企業の多

様化するニーズに対応しつつ、当社グループの中核事業として全力を傾注する事業戦略を展開

しております。 
一方、スポーツ大会や合宿・研修旅行の企画手配等を行う課外活動支援事業は、学生等にコ

ミュニケーション力といった“社会人基礎力”を求める企業・社会の要請を受け、各大学が課

外活動への注目度を高めつつある中、新たな就職支援事業を目指す｢人材ネットワーク事業｣と

の連携を図りつつ事業の拡大深化を進めております。 
なお、当社グループは当連結会計年度より、事業の方向性を明確にし戦略的投資を促進する

ため、これまでの「学生マンション事業」「課外活動支援事業」「人材ネットワーク事業」「そ

の他事業」の 4 セグメントを、「不動産ソリューション事業」「学生生活支援事業」の 2セグメ

ントに変更しております。 
事業区分と事業内容、また当社グループ内における事業の位置付けは次のとおりであります。 

なお、事業区分及び事業部門・内容と事業の種類別セグメントは同一の区分であります。 
 
新事業区分 

事業区分 事業部門・内容 関係する会社 
【開発部門】 
学生マンションの開発、不動産有効活用

コンサルティング 

 
当社 

不動産ソリューション事業 【学生マンション部門】 
学生マンションの賃貸及び管理 
学生マンションの入居者募集及び仲介 

 
当社 
株式会社学生サー

ビスプラザ 
【課外活動支援部門】 
合宿・研修及び一般旅行、イベントの企

画・運営、スポーツ施設の運営、福利厚

生事業サポートプランの提供 

当社 

学生生活支援事業 
【人材ソリューション部門】 
新卒採用支援(新卒紹介、企業説明会及び

就職関連セミナーの開催) 

 
当社 

従来事業区分 
事業区分 事業内容 関係する会社 

学生マンションの開発、賃貸及び管理 当社 
学生マンション事業 学生マンションの入居者募集及び仲介 株式会社学生サー

ビスプラザ 

課外活動支援事業 合宿・研修旅行、イベントの企画・運営 
スポーツ施設の運営 

当社 

学
生
支
援
事
業 

 

人材ネットワーク事業 アルバイト紹介、就職情報提供 当社 

その他事業 一般旅行商品の販売、福利厚生事業サポ

ート「名湯プラン」の提供 当社 
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 事業の系統図を示すと、次のとおりであります。 
 
 

    

 
 
 

 

企
業
・
不
動
産
オ
ー
ナ
ー 

宿
泊･

研
修
施
設 

企
画
旅
行
会
社
等 

企
業 

 

不
動
産
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
事
業 

学
生
生
活
支
援
事
業 

サブリース事業の提案 

一括借上げ（ｻﾌﾞﾘｰｽ） 

物件管理委託 

顧
客 

手配予約 

採用サービスの提供 

当
社
（
毎
日
コ
ム
ネ
ッ
ト
） 

賃貸 

 子会社 
（学生ｻｰﾋﾞｽﾌﾟﾗｻﾞ） 

企画・手配サービスの提供 

就職関連情報の提供 

仲介 
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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「学生支援企業」という企業コンセプトのもと、学生等の住まい、旅行と

いった需要を捉え、多様化するニーズに的確に応える商品･サービスを開発、提供すること

により、学生等のみならず大学、企業、社会に貢献することを経営目標としております。 
不動産ソリューション事業は、学生等に住まいを提供する一方で、不動産の有効活用を求

める個人・企業に対する学生マンションによる収益事業の提供という側面があります。これ

ら不動産オーナーの様々なニーズへの対応力と開発ノウハウを高めることで、不動産ソリュ

ーションビジネスとしての進化を図ってまいります。また、流動化スキームを活用した独自

の学生マンション開発を推進することで管理戸数の拡大を加速し、事業基盤の強化、安定化

を図ってまいります。 
学生生活支援事業においては、学生等にコミュニケーション力をはじめとする“社会人基

礎力”を求める企業・社会の要請を背景に、各大学が推し進める課外活動活性化のニーズに

応える課外活動支援部門と、企業が求める学生人材とのマッチングサービスを目指す人材ソ

リューション部門との連携を図りながら、学生等と大学、さらには新卒採用企業の課題解決

をはかる学生生活支援ソリューションビジネスへと発展させてまいります。 
 

(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を経営の最重要政策の一つとして位置付けております。安

定的な経営基盤の確保と自己資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても安定

的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。具体的には、配当性向

について 25％以上を継続的に実施していくことを目標としております。 

内部留保金につきましては、フリーキャッシュフローの増大をめざして自己資本の充実を

図るとともに、企業体質の一層の強化ならびに今後の新規事業等に効果的に役立てていく方

針であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、投資単位の引下げによる株式の流通活性化と投資家層の拡大を図ることは非常に

有用であると考えております。したがいまして、平成 15 年 2 月 3 日より売買単位(1 単元)

を 1,000 株から 100 株へ変更し、また、平成 16 年 7 月 20 日付で 1 株につき 2株の割合で株

式分割を行いました。これらは、投資単位の引下げにより当社株式の流動性を高めるととも

に、当社株主の増加を図ることを目的としたものであります。今後につきましても、株価の

推移等を勘案し対処してまいります。 

 

(4) 目標とする経営指標 
当社グループは、経常利益の成長を第一の目標にしております。中期的には経常利益 15

億円の目標を掲げております。さらに、株主への利益還元の観点から配当性向について 25％

以上を継続的に実施していくことも目標としております。 
 

(5) 中期的な会社の経営戦略 

上記基本方針のもと、第一には不動産ソリューション事業を成長の中軸として、引き続き

経営資源の集中投資を行います。第二には課外活動支援から就職支援へと展開する「学生生

活支援事業」の構築を急ぎ、学生生活に不可欠なサービスを包括的に提供するとともに、大

学経営にも貢献する企業体への進化を進めてまいります。 
具体的な各事業の基本戦略は次のとおりであります。 
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①  不動産ソリューション事業 
・ 安定的な入居者が見込まれるエリアへの開発集中 
・ 不動産流動化スキームを活用した開発推進 
・ 金融機関等との連携強化 
・ 開発ノウハウの蓄積 
・ Ｗｅｂサイトの拡充及び大学との連携強化による集客力向上 
・ 入居者である学生等のみならず契約者である保護者サービスの充実 

②  学生生活支援事業 
・ 学生顧客管理の徹底によるリピート率の向上とデータベースの拡充 
・ 地域行政も巻き込んだ学生等の自己実現の｢場｣作り 
・ 新たな就職支援サービスの開始 
・ 大学との連携強化による大学市場ポジションの確保 
 

(6) 会社の対処すべき課題 
当社グループは「学生支援企業」という企業コンセプトを掲げつつ、学生マンションの開

発･運営を強みにした不動産ソリューション事業を中軸に事業基盤強化と事業拡大を進めて

まいりました。 
今後は、大学生マーケットにおけるポジションをより強固なものにしていくためにも、学

生のニーズ、その保護者のニーズ、そして大学・企業のニーズを敏感に受け止め、各事業分

野がスピードと柔軟さをもって応えていく必要があります。そのためには以下の２点を対処

すべき課題として認識しております。 
①  学生マンション開発促進のための基盤強化 
 大学進学率の向上と首都圏進学志向の高まり、女子大生比率の増加等により、学生マン

ションの需要はますます高まると考えられます。新規学生マンションの開発を促進、効率

化し、よりスピードアップを図ることが、今後の事業拡大には不可欠です。したがいまし

て、より多くの土地オーナー及び不動産を保有する企業に対し事業プランをご提案するべ

く、主な情報入手先である金融機関等との協力・連携の強化が重要であると考えておりま

す。さらに、当社グループがイニシアティブを持って開発を促進するため、不動産流動化

等のスキームを活用した開発を強化してまいります。これには専門ノウハウの蓄積と人材

の確保及び強固で柔軟な組織体制の構築が重要であると考えております。 
② 各事業間シナジー効果の最大化と大学連携の強化 
 学生支援サービスを複合的に持つ当社グループにとって、各事業における情報の共有化

を推進し、それぞれのサービスの質的向上を図るとともに各事業間におけるシナジー効果

を最大限発揮しうる体制の構築が重要です。さらには他企業とのアライアンスによる商

品・サービスの拡充により、各大学が設立を進める大学営利法人のニーズに応え、その関

係強化を図る必要があると考えております。 
特に、当連結会計年度より本格稼動を開始しました人材ソリューション部門における新

卒採用ビジネスは、登録学生の供給源となる課外活動支援部門、さらには学生のキャリア

アップ教育に力を入れる大学との連携を深めつつ、収益化を急いでまいります。 
  

(7) 親会社等に関する事項 
当社は親会社等を有していないため、該当事項はありません。 
 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 
別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであ

ります。 
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(9) その他、会社の経営上の重要な事項 
当社グループは、不動産ソリューション事業において、機動的かつ安定的な資金調達を可

能とするとともに、事業拡大に向けて不動産物件の取得ならびに不動産流動化事業を加速し、

業績の拡大を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。 
コミットメントライン契約の内容は以下のとおりであります。 

相手先 
融資枠設定 
金額(千円) 

当連結会計年度末に
おける借入額(千円) 

契約締結日 契約期間 

株式会社UFJ銀行をアレンジャー 
とする計８金融機関(注)１ 

4,000,000 ― 平成17年３月31日 
平成17年３月31日～ 
  平成19年３月30日 

株式会社三井住友銀行 2,500,000 ― 平成17年４月28日 
平成17年４月28日～ 
 平成19年４月30日 

(注) １ 平成 17 年４月 28 日付で、シンジケーション化による融資枠設定金額の増額契約を締結しており

ます。 

２ 株式会社 UFJ 銀行は、平成 18 年１月１日付で株式会社東京三菱銀行と合併し、株式会社三菱東京

UFJ 銀行となっております。 
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３ 経営成績及び財政状態    

(1) 経営成績 
（当連結会計年度の概況） 

当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、民間設備投資の好転、企業収益の改善、個

人消費の緩やかな回復などにより全般的には景気回復基調で推移しました。 

当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成18年春の大学入

学者数は59.5万人、大学生総数は285.9万人(文部科学省「学校基本調査」による)とわずかに

前年を下回ったものの、引き続き過去最高水準を維持しております。少子化時代にあっても

安定的に推移する大学生市場においては、様々なサービス分野において彼等の多様化するラ

イフスタイルとニーズに応える低廉で高品質なサービスが求められていると言えます。    

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし戦略的投資を促進す

るため、当連結会計年度より、これまでの「学生マンション事業」「課外活動支援事業」「人

材ネットワーク事業」「その他事業」の４事業(セグメント)を「不動産ソリューション事業」

「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)に変更し、それぞれ学生マンション部門と開発

部門、課外活動支援部門と人材ソリューション部門の各２部門計４部門で構成いたしており

ます。 

特に、不動産ソリューション事業における開発部門におきましては、不動産有効活用ニー

ズの高まりを背景に不動産開発のさまざまなスキームを活用し、学生マンションを中心とし

た独自開発に注力しており、引き続き当社成長の牽引役となっておりますが、当期におきま

しては、保有販売用不動産の売却計画を一部変更したことにより、当初の業績予想を修正し

たため、売上高、経常利益及び当期純利益はいずれも前年実績を下回ることとなりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は6,302,040千円(前年同期比2.3％減)、営業利益は

668,878千円(同19.0％減)、経常利益は569,625千円(同23.9％減)、当期純利益は322,626千円

(同30.5％減)となりました。 

 
事業別の業績を示すと次のとおりであります。なお、当連結会計年度よりセグメントを変

更しているため、前年同期比の記載については前連結会計年度を変更後のセグメントに置き

換えたものとして算出し記載しております。 

①  不動産ソリューション事業 

首都圏における学生賃貸住宅市場は、首都圏進学志向と女子大生比率の高まり、セキュ

リティ意識の浸透などにより、より安全性・快適性が求められており、学生マンション需

要は今後もますます高まるものと予想されます。 

 開発部門におきましては、この需要の高さを背景に金融機関等との連携によるコンサル

ティング営業を強化し、個人オーナーのみならず、企業に対しても不動産活用のニーズに

応える事業プランを積極的に提案、物件開発に努めました。その結果、新規サブリース17

棟654戸、自社保有(販売用不動産)２棟160戸を開発しました。一部管理戸数の減少分を差

し引き総管理戸数は118棟4,521戸(前年同期比18.4％増)となりました。 

なお、開発部門において今期末に向けて進めてまいりました保有不動産の売却、流動化

プロジェクト７案件のうち、１案件について当連結会計年度中の売却を見合わせたため、

前年同期と比較した業績に大きな影響を与えることとなりました。 

 一方、賃貸・管理業務につきましては、大学との連携を進めることに加え、仲介専門子

会社「株式会社学生サービスプラザ」の体制強化を進め、より安定した入居者確保を図っ

てまいりました。管理物件の入居率は初めて100.0％(平成18年４月現在)に達し、引き続き

高水準を維持しております。 

その結果、不動産ソリューション事業の売上高は 5,171,312千円(前年同期比 1.1％減)

となりました。部門別では、開発部門は 1,888,204 千円(同 25.3％減）、学生マンション

部門は 3,283,107 千円(同 21.6％増)となりました。 
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② 学生生活支援事業 

学生等を中心顧客とし、合宿・研修関連を主な事業とする課外活動支援部門は、販促ツ

ールの拡充や団体の種目別営業の推進により、新規顧客の開拓、リピーター化の促進に取

組んでまいりました。また、地域行政等と協力し、スポーツ大会や音楽イベントへの学生

誘致による地域活性化にも取組み、当社グループの学生顧客ネットワークを活かす分野が

拡大しております。一方で、学生以外にまで裾野が広がった顧客層を見直し学生市場への

特化と絞込みを図りました。 

また、学生の「出口」となる就職支援を担う事業分野として、これまでも就職情報誌の

発刊やインターンシップ情報の提供などを継続してきた人材ソリューション部門は、企業

の新卒採用意欲の高まりを受けて、昨年10月に初の合同企業説明会を開催。企業に対して

本格的に新卒採用商品の販売を開始いたしました。当連結会計年度及び来期については業

績に与える影響はまだ軽微なものの、学生生活支援の重要分野として引き続き注力してま

いります。 

その結果、学生生活支援事業の売上高は1,130,728千円(前年同期比7.4％減)となりまし

た。部門別では、課外活動支援部門は1,115,566千円(同5.3％減)、人材ソリューション部

門は15,162千円(同64.5％減)となりました。 

 

(2) 財政状態 
（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物は、期首残高に比べ

901,091千円減少し、当連結会計年度末の資金残高は 722,013 千円となりました。 

当連結会計年度末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） 

営業活動により使用した資金は 1,256,956千円(前年同期は使用した資金が 329,903千円)

となりました。これは主にたな卸資産(たな卸資産の内容は主に販売用不動産です。)の増加

による支出 1,233,506 千円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） 

投資活動により得られた資金は、1,289,681 千円(前年同期は使用した資金が 1,076,908

千円)となりました。これは主に出資の回収による収入 1,481,577 千円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） 

財務活動により使用した資金は 933,816千円(前年同期は得られた資金が1,768,480千円)

となりました。これは主に短期及び長期借入金の返済による支出 822,600千円及び配当金の

支払 124,946 千円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 16 年 11 月期 平成 17 年 11 月期 平成 18 年 11 月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 期末 

自己資本比率（％） 53.6 48.4 46.1 35.0 41.3 42.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 219.5 123.5 109.9 111.1 152.5 95.9 

債務償還年数（年） ― ― 10.8 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 3.1 ― ― ― 

 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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
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※ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数により算出しております。 
※ 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、利払いにつきましては、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。なお、平成 16 年 11 月期(中間及び期末)、平成 17 年 11 月期(期末)及び平
成 18 年 11 月期(中間及び期末)の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業
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。 

 

(3) 事業等のリスク 
ａ．不動産ソリューション事業について 

① サブリース契約について 

サブリース契約は不動産オーナーに対して契約の期間(10年～15年間)について入居者の

有無や当社グループの受け取る家賃の額に関係なく毎月定額の家賃を保証する内容となっ

ております。当社グループは空室発生や家賃相場下落による業績への影響を低減するため

に当該契約にフリーレント期間(家賃無償期間)条項や一定期間毎の家賃改定条項を織り込

む等施策を講じておりますが、こうした対応が万全とはいえません。このため空室が長期

間かつ大量に発生した場合には当社グループの業績に重大な影響が発生する可能性があり

ます。 

② 募集方法及び開発について 

当社グループは地方から首都圏の大学等に進学する高校３年生をターゲットに、毎年一

定期間(10月から翌年３月)に独自のウェッブサイトに加え、全国各高校宛への媒体送付、

もしくは他社媒体雑誌等の広告掲載により入居者を募集しております。したがって、当該

募集行為は期間を限定した反響型の集客営業であることから、反響数が予想を下回った場

合には空室が発生し当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、賃貸物

件の開発においては建物の建設期間に８ヶ月以上を要するため、新入学の時期にあわせて

計画どおりに工事が進捗しなかった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

ｂ．経営成績の変動について 

① 売上総利益率等の低下について 

不動産ソリューション事業は当社グループの他の事業が主に手数料収入を得る事業形態

であるのと相違し、主に売上原価が発生する形態の事業であります。不動産ソリューショ

ン事業売上高が当社グループの売上高に占める割合は、過去３期において、平成16年11月

期(連結)69.0％(旧セグメント)、平成17年11月期(連結)80.9％(旧セグメント)、平成18年

11月期(連結)82.1％と増加してきており、これが売上総利益率の低下(平成16年11月期(連

結)49.1％、平成17年11月期(連結)39.9％、平成18年11月期(連結)39.6％)の主な要因とな

っております。 

当社グループでは、首都圏における学生マンションは現在供給不足の状態であると認識

しており、今後ともサブリース物件及び販売用不動産の開発に注力する方針でありますの

で、今後においてもグループ全体の売上総利益率等が低下することが想定されます。 

② 季節変動性及び第１四半期の経営成績について 

当社グループでは、３月及び４月の入学シーズン時期にあわせた学生マンション入居者

募集や春・夏の合宿・研修旅行等の増加により第２四半期(３月～５月)及び第３四半期(６

月～８月)に、また、不動産ソリューション事業における不動産流動化関連売上により第３

四半期(６月～８月)及び第４四半期(９月～11月)に売上高が増加する傾向があります。第

１四半期(12月～２月)の売上高の通期売上高に占める割合は、過去３期において、平成16

年11月期(連結)16.2％、平成17年11月期(連結)11.4％、平成18年11月期(連結)12.4％とな

っております。このような事情により現在まで恒常的に第１四半期は、営業利益を計上す

るにいたっておりません。 
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③ 不動産売買について 

当社グループは、不動産ソリューション事業の拡大のために不動産売買を行う場合があ

ります。これは、当社グループが一時的に不動産を取得し、当社グループが法人または個

人の投資家の方々へ転売を行った上で、当社グループがサブリース契約にて一括借上を行

うといった取引形態に伴うものであります。このような不動産売買が発生した場合には、

売上高が増大するともに売上総利益率、営業利益率等が大きく変動する場合があります。 

ｃ．少子化の影響について 
文部科学省「学校基本調査」によると平成17年度における18歳人口は133万人とピークで

あった平成４年度の205万人以降減少しております。この傾向は平成24年度に119万人まで

減少するまで継続するものの、その減少傾向は緩やかとなり、平成25年度は増加に転じる

ものと予想されております。 

 しかし、大学生人口は平成18年春の大学入学者数は59.5万人、大学生総数は285.9万人と

わずかに前年を下回ったものの、引続き過去最高水準を維持しております。この要因は深

刻な就職難を背景に大学への進学を希望する受験生の割合が増加していることに加え、大

学側の経営確立のための学生確保が重なったものと考えられます。こうしたことから近年

では進学率が上昇(平成８年度37.2％→平成13年度45.5％→平成18年度51.5％)する結果と

なっております。 

 当社グループといたしましては当面進学率の上昇傾向は継続するものと認識しており、

当社グループの対象顧客である学生等の人口は安定的に推移し、今後５年～10年程度の中

期的なスパンでの少子化の進行による影響は少ないものと考えております。しかし、少子

化がさらに進行し、当社グループの認識とは相違して対象顧客である学生等の人口が急激

に減少した場合は、当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

ｄ．学生等の消費動向に業績が影響を受けることについて 
全国大学生活協同組合連合会「学生生活実態調査」によりますと、１ヶ月の生活費は平

成17年度は全国平均で自宅生が57,900円(前年比2.4％増)、自宅外生で121,150円(前年比

1.6％減)となり、前年までの自宅外生の微減傾向は減少幅が縮小し、自宅生については増

加に転じております。当社グループといたしましては、今後の学生等の消費動向に大きな

変化はないものと認識しておりますが、学生等の消費動向が当社グループの想定し得ない

変化を起こし、かつ当社グループがこれに対応した対策を講じられない場合には、当社グ

ループの業績は影響を受ける可能性があります。 

ｅ．法的規制等について 
当社グループは、以下の３つの法的規制等による事業を行っております。 

① 不動産ソリューション事業は、宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣の宅地建物取引

業者としての許可を取得しており、不動産仲介及び売買等の事業を行っております。 

② 学生生活支援事業における課外活動支援部門は、旅行業法に基づく国土交通大臣の旅行

業者としての許可を取得しており、旅行サービス等の販売を行っております。 

③ 学生生活支援事業における人材ソリューション部門は、職業安定法に基づく厚生労働大

臣の有料職業紹介事業者及び一般労働者派遣事業者としての許可を取得しており、企業側

の新卒採用ニーズと就職希望者として登録された大学生とをマッチングする紹介サービス

を予定しております。 

今後、これらの法令等が改正される可能性があり、その場合、当社グループの事業が制

約される可能性があります。 

ｆ．個人情報の保護について 
当社グループは、当社グループ事業の中において、学生生活支援事業の「みなくるねっ

と」会員情報、アルバイトネット登録会員情報や不動産ソリューション事業の学生マンシ

ョン部門のマイコムサポートシステム会員情報等を取得し、利用しております。 
 



 - 11 - 

一方、平成 17年４月に施行された「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)は、

当社グループのビジネスにも影響があると考えられ、それに対する取組みを誤れば、企業

の存続にも影響する可能性があります。 
当社グループでは、徹底した情報管理を継続的に行い、高度のセキュリティ技術の活用、

各種社内教育及びガイドラインを充実させ運用管理の徹底を行っております。また、当社

は平成 17 年 11 月にプライバシーマークを取得いたしました。 
しかし、以上のような対策を講じたとしても、個人情報の流出等の重大なトラブルが当

社グループにおいて発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等に

より、当社グループの事業及び業績に重大な影響を与える可能性があります。 
 

(4) 通期の見通し 
今後の当社グループを取り巻くわが国の経済環境は、着実な景気回復を背景に堅調に推移

するものと思われます。 
その中で、当社グループは次世代を担う学生層のニーズに応える「学生支援企業」として、

中期的な経営戦略に基づき各事業分野と事業部門をさらに強化しつつ相互のシナジーを高

め、学生、保護者、大学そして企業・社会から信頼される企業をめざしてまいります。 
なお、学生生活支援事業における課外活動支援部門においては、従来より旅行商品の

販売に対する手数料収入だけが売上高に計上される「手配型旅行商品(手配旅行)」を主

に販売してまいりました。しかしながら、より高いサービスレベルを求める顧客のニー

ズと販売業務の効率化を図るため、今後は「企画型旅行商品(企画旅行)」化を推し進め、

その割合を高めていく予定であります。 
その結果、「企画型旅行商品」は商品全体の販売額が売上高に計上されることとなる

ため、通期の旅行サービス分野の売上高及び売上原価が前年同期と比較して大幅に増加

する見込であります。 
 通期の連結業績見通しにつきましては、売上高 8,800 百万円、経常利益 1,200百万円、当

期純利益 675 百万円と増収増益を見込んでおります。 
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４ 時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績    

平成 14 年 10 月 29 日、ジャスダック上場時に実施した公募増資（調達金額 139 百万円）及

び平成 16年５月 20日に実施した時価発行公募増資(調達金額 614 百万円)の資金使途及び資金

充当実績は、以下のとおりであります。 

(1) 資金使途計画 
上記調達資金は、学生マンション事業の今後の拡大に向け、全額運転資金に充当する予定

であります。 

(2) 資金充当実績 
平成 14 年 10 月 29 日に実施した公募増資及び平成 16 年５月 20 日に実施した時価発行公

募増資で調達した資金については、計画どおり学生マンション事業の今後の拡大に向け、全

額運転資金に充当しております。 
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５ 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11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11月30日) 
区分 

注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※２  1,742,104   836,013  

２ 受取手形及び営業未収金   44,271   18,368  

３ たな卸資産 ※２  1,552,459   2,785,966  

４ 前渡金   540,399   502,361  

５ 繰延税金資産   65,243   32,403  

６ その他 ※２  301,502   370,012  

７ 貸倒引当金   △1,246   △383  

流動資産合計   4,244,734 55.6  4,544,742 67.5 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物   107,558   89,908  

(2) その他   11,513   8,956  

有形固定資産合計   119,072 1.5  98,865 1.4 

２ 無形固定資産   16,253 0.2  25,854 0.4 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※２  510,985   596,785  

(2) 出資金 ※２  1,499,410   ―  

(3) 長期貸付金   160,294   171,211  

(4) 繰延税金資産   57,013   54,408  

(5) 差入保証金   714,590   827,677  

(6) その他 ※２  319,656   416,173  

(7) 貸倒引当金   △3,080   △483  

投資その他の資産合計   3,258,870 42.7  2,065,772 30.7 

固定資産合計   3,394,195 44.4  2,190,491 32.5 

資産合計   7,638,930 100.0  6,735,233 100.0 
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前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び営業未払金   19,410   35,433  

２ 短期借入金 ※２  3,362,000   2,573,000  

３ １年内返済予定の 
長期借入金 

  33,600   33,600  

４ 未払金   408,622   381,391  

５ 未払法人税等   239,602   39,425  

６ 賞与引当金   97,680   34,000  

７ その他   304,031   227,936  

流動負債合計   4,464,947 58.4  3,324,787 49.4 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   49,600   16,000  

２ 退職給付引当金   2,340   428  

３ 役員退職慰労引当金   135,000   141,600  

４ 長期預り敷金   311,353   382,089  

固定負債合計   498,293 6.5  540,118 8.0 

負債合計   4,963,241 65.0  3,864,905 57.4 

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   ― ―  ― ― 

        

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   661,601 8.7  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   395,384 5.2  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   1,607,851 21.0  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   10,852 0.1  ― ― 

資本合計   2,675,689 35.0  ― ― 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  7,638,930 100.0  ― ― 
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前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   ―   668,476  

２ 資本剰余金   ―   402,239  

３ 利益剰余金   ―   1,789,374  

４ 自己株式   ―   △95  

株主資本合計   ― ―  2,859,994 42.5 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
評価差額金 

  ―   10,333  

評価・換算差額等合計   ― ―  10,333 0.1 

純資産合計   ― ―  2,870,327 42.6 

負債及び純資産合計   ― ―  6,735,233 100.0 
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
(％) 

金額（千円） 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   6,449,602 100.0  6,302,040 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,878,996 60.1  3,804,864 60.4 

売上総利益   2,570,605 39.9  2,497,175 39.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,744,901 27.1  1,828,297 29.0 

営業利益   825,704 12.8  668,878 10.6 

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  4,672   3,651   

 ２ 受取配当金  1,138   1,751   

 ３ その他  2,702 8,513 0.1 2,287 7,690 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  43,647   41,381   

２ 借入関係手数料  42,138   53,956   

 ３ その他  374 86,159 1.3 11,604 106,942 1.7 

経常利益   748,058 11.6  569,625 9.0 

Ⅵ 特別利益        

 １ 固定資産売却益 ※２ 95,298   ―   

 ２ 貸倒引当金戻入  ―   464   

 ３ その他  838 96,137 1.5 ― 464 0.0 

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産売却損 ※３ 35,933   ―   

２ 固定資産除却損 ※４ ― 35,933 0.6 6,083 6,083 0.1 

税金等調整前 
当期純利益 

  808,261 12.5  564,006 8.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

 335,916   205,578   

法人税等調整額  8,128 344,045 5.3 35,801 241,379 3.8 

当期純利益   464,216 7.2  322,626 5.1 
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(3) 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   391,516 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 １ 増資による新株式の発行  3,868 3,868 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   395,384 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,253,447 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 １ 当期純利益  464,216 464,216 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 １ 配当金  97,812  

 ２ 役員賞与  12,000 109,812 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,607,851 
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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12月１日 至 平成18年11月30日) 

 

 
評価・換算差額等 

 
  

その他有価証券 
評価差額金 

 

 
評価・換算 
差額等合計 

 

新株予約権 少数株主持分 

平成17年11月30日残高(千円) 10,852 10,852 ― ― 

連結会計年度中の変動額     

   
株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 

△518 △518 ― ― 

連結会計年度中の変動額合計(千円) △518 △518 ― ― 

平成18年11月30日残高(千円) 10,333 10,333 ― ― 

 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年11月30日残高(千円) 661,601 395,384 1,607,851 ― 2,664,837 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 6,875 6,855 ― ― 13,730 

 剰余金の配当 ― ― △125,104 ― △125,104 

 利益処分による役員賞与 ― ― △16,000 ― △16,000 

 当期純利益 ― ― 322,626 ― 322,626 

自己株式の取得 ― ― ― △95 △95 

連結会計年度中の変動額合計(千円) 6,875 6,855 181,522 △95 195,156 

平成18年11月30日残高(千円) 668,476 402,239 1,789,374 △95 2,859,994 
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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12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  808,261 564,006 

２ 減価償却費  35,751 21,861 

３ 貸倒引当金の増減額  △936 △3,460 

４ 賞与引当金の増減額  15,684 △63,680 

５ 退職給付引当金の増減額  561 △1,911 

６ 役員退職慰労引当金の増減額  6,600 6,600 

７ 受取利息及び受取配当金  △5,811 △5,402 

８ 保険返戻益  △208 ― 

９ 支払利息  43,647 41,381 

10 新株発行費  291 646 

11 借入関係手数料  42,138 53,956 

12 有形固定資産売却益  △95,298 ― 

13 有形固定資産売却損  35,933 ― 

14 有形固定資産除却損  ― 6,083 

15 売上債権の増減額  47,357 28,501 

16 たな卸資産の増減額  △987,018 △1,233,506 

17 仕入債務の増減額  3,778 16,022 

18 その他営業資産の増減額  △438,329 △131,059 

19 その他営業負債の増減額  467,830 △3,038 

20 未払(未収)消費税等の増減額  757 △75,761 

21 役員賞与の支払額  △12,000 △16,000 

22 その他  △1,800 491 

小計  △32,809 △794,270 

23 利息及び配当金の受取額  3,828 3,063 

24 利息の支払額  △45,834 △46,452 

25 新株発行費の支払額  △231 △646 

26 借入関係手数料の支払額  △78,053 △6,289 

27 法人税等の支払額  △176,802 △412,361 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △329,903 △1,256,956 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △335,000 △194,000 

２ 定期預金の払戻による収入  335,000 199,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △71,728 △1,971 

４ 有形固定資産の売却による収入  652,525 ― 

５ 無形固定資産の取得による支出  △5,600 △13,471 

６ 投資有価証券の取得による支出  △213,320 △172,500 

７ 投資有価証券の償還・売却による収入  25,000 ― 

８ 出資による支出  △1,459,683 △300 

９ 出資の回収による収入  ― 1,481,577 

10 貸付による支出  △56,223 △50,452 

11 貸付の回収による収入  52,121 41,846 

12 その他  ― △45 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,076,908 1,289,681 
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前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増加額  1,788,000 △789,000 

２ 長期借入による収入  100,000 ― 

３ 長期借入金の返済による支出  △30,210 △33,600 

４ 株式の発行による収入  7,745 13,730 

５ 配当金の支払額  △97,054 △124,946 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,768,480 △933,816 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  361,668 △901,091 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,261,436 1,623,104 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,623,104 722,013 
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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12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 株式会社学生サー

ビスプラザ 

同左 

 

２ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

３ 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 

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法) 

(2) 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) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。 

（追加情報） 

「証券取引法等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第97号)が平成

16年６月９日に公布され、平成16年

12月１日より適用となること及び

「金融商品会計に関する実務指針」

(会計制度委員会報告第14号)が平成

17年２月15日付で改正されたことに

伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びそれに類する組合

への出資(証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの)

を投資有価証券として表示する方法

に変更いたしました。 

なお、当連結会計年度の投資有価

証券に含まれる当該出資の額は、

325,790千円であります。 

(イ)有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

─────── 

 (ロ)たな卸資産 

(1) 販売用不動産 

個別法による原価法 

(2) 貯蔵品 

移動平均法による原価法 

(ロ)たな卸資産 

(1) 販売用不動産 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日) 

(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 

定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物・構築物   ８～47年 

  器具備品     ５～20年 

(ロ)ソフトウェア 

  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)に基づく定額法 

(ハ)長期前払費用 

  定額法 

(イ)有形固定資産 

定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物・構築物   ８～30年 

  器具備品     ５～20年 

(ロ)ソフトウェア 

同左 

 

 

(ハ)長期前払費用 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

 支出時全額費用処理 

新株発行費 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 

債権の貸倒れ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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見積額の期間対応額を計上

しております。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)退職給付引当金 

従業員の退職給付の支出に備える

ため、適格退職年金に係る将来の従

業員退職給付見込額を基礎とした現

在価値相当額から適格退職年金資産

残高の公正な評価額を控除した金額

を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、支給内規を基準とした当連結

会計年度末要支給額を計上しており

ます。 

(ハ)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法は税抜き方

式によっております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日) 

４ 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方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

５ 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

益処分又は損失処理について、連結会

計年度中に確定した利益処分又は損失

処理に基づいて作成しております。 

─────── 

６ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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 

 

会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

─────── (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から、「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」(平成14年８月９日 企業会計審議

会))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指
針」(平成15年10月31日 企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第６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。 
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」(平成17年12月９日 企業
会計基準委員会 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」(平成17年12月９日 企業会計基準委員会 企
業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

2,870,327千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結財務諸表は、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基

準」(平成17年11月29日 企業会計基準委員会 企業

会計基準第４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。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

（連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度に投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「出資金」について

は、当連結会計年度において総資産の5/100を超える

こととなったため、当連結会計年度より区分掲記す

ることといたしました。 

なお、前連結会計年度の「出資金」は、203,654千

円であります。 

２ 前連結会計年度に流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」については、当連結

会計年度において総資産の5/100を超えることとなっ

たため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。 

なお、前連結会計年度の「未払金」は、72,927千

円であります。 

（連結損益計算書） 

１  前連結会計年度に営業外収益において区分掲記し

ておりました「保険返戻益」については、当連結会

計年度において営業外収益の10/100以下となったた

め、当連結会計年度においては営業外収益の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の「保険返戻益」は、208千

円であります。 

２  前連結会計年度に営業外費用において区分掲記し

ておりました「新株発行費」については、当連結会

計年度において営業外費用の10/100以下となったた

め、当連結会計年度においては営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の「新株発行費」は、291千

円であります。 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度に投資その他の資産において区分掲

記しておりました「出資金」については、当連結会計

年度において資産合計の5/100以下となったため、当

連結会計年度においては投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

なお、当連結会計年度の「出資金」は、15,796千円

であります。 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書） 

  前連結会計年度に特別利益の「その他」に含めて表

示しておりました「貸倒引当金戻入」については、当

連結会計年度において特別利益の10/100を超えること

となったため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。 

なお、前連結会計年度の「貸倒引当金戻入」は、

838千円であります。 

 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

  この結果、販売費及び一般管理費が7,920千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

が、7,920千円減少しております。 

─────── 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   51,178千円 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

たな卸資産（販売用不動産） 861,780千円

流動資産（その他） 409千円

投資有価証券 14,010千円

出資金 1,481,567千円

投資その他の資産（その他） 58,991千円

計 2,436,758千円

上記に対応する債務 

短期借入金 3,032,000千円

※３ 当社は、安定的な資金調達を可能にするため取引

銀行と長期コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

当連結会計年度末における長期コミットメント

ラインに係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。 

貸出コミットメントの総額 6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   54,832千円 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産（その他） 409千円

投資有価証券 14,126千円

投資その他の資産（その他） 58,582千円

計 93,117千円

上記に対応する債務 

短期借入金 1,473,000千円

 

 

３                  同左 

 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30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。 

給料手当 491,278千円

地代家賃 195,850千円

賞与引当金繰入 97,680千円

役員退職慰労引当金繰入 6,600千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

給料手当 584,181千円

地代家賃 211,441千円

広告宣伝費 211,066千円

支払手数料 189,302千円

賞与引当金繰入 34,000千円

役員退職慰労引当金繰入 6,600千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 55,553千円

土地 39,745千円

計 95,298千円

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 9,499千円

土地 26,434千円

計 35,933千円

※４             ─────── 

※２             ─────── 

 

 

 

※３             ─────── 

 

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 5,661千円

有形固定資産 

その他（器具備品） 
422千円

計 6,083千円
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(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12月１日 至 平成18年11月30日) 
 
１．発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 8,936,000 71,000 ― 9,007,000 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株引受権の行使による増加 62,000株 

新株予約権の行使による増加  9,000株 

 
２．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） ― 80 ― 80 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 80株 

 

３．配当に関する事項 
 
(1) 配当支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 

定時株主総会 
普通株式 125,104 14 平成17年11月30日 平成18年２月27日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年２月23日 
定時株主総会 

普通株式 126,096 14 平成18年11月30日 平成19年２月26日 

 

(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12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日) 

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 

現金及び預金勘定 1,742,104千円

預入期間が３ヶ月を超える定期 

預金 
△119,000千円

現金及び現金同等物 1,623,104千円
 

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 

現金及び預金勘定 836,013千円

預入期間が３ヶ月を超える定期 

預金 
△114,000千円

現金及び現金同等物 722,013千円
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
 至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
 至 平成18年11月30日) 

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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物及び構築物 24,346 1,565 22,780 

有形固定資産 

その他(器具備品) 
82,392 24,186 58,205 

無形固定資産 

(ソフトウェア) 
65,756 22,541 43,214 

計 172,495 48,293 124,201 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 33,032千円

１年超 92,670千円

合計 125,702千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 34,247千円

減価償却費相当額 33,039千円

支払利息相当額 1,652千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

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 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物及び構築物 24,346 4,695 19,650 

有形固定資産 

その他(器具備品) 
106,160 42,701 63,459 

無形固定資産 

(ソフトウェア) 
67,381 36,609 30,771 

計 197,888 84,007 113,881 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 38,435千円

１年超 77,440千円

合計 115,876千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 37,473千円

減価償却費相当額 35,713千円

支払利息相当額 2,253千円

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・                 同左 

 

・                 同左 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

取得原価 

連結決算日
における 

連結貸借対
照表計上額 

差額 取得原価 

連結決算日
における 

連結貸借対
照表計上額 

差額 区分 

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (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 2,271 14,010 11,738 10,311 22,246 11,934 

② その他 61,889 68,471 6,582 61,889 67,380 5,491 

小計 64,160 82,481 18,320 72,200 89,626 17,425 

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 8,040 8,020 △20 ― ― ― 

② その他 ― ― ― ― ― ― 

小計 8,040 8,020 △20 ― ― ― 

合計 72,200 90,501 18,300 72,200 89,626 17,425 

 

２ 時価評価されていない有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

前連結会計年度 
(平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

①  その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 

 

94,693 

 

109,693 

②  投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資 
325,790 406,465 

合計 420,484 507,159 

 

３ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日における償還予定額 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

区分 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

① 債券 ― ― ― ― 

② その他 ― ― 59,840 ― 

合計 ― ― 59,840 ― 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

区分 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

① 債券 ― ― ― ― 

② その他 ― ― 58,240 ― 

合計 ― ― 58,240 ― 
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(デリバティブ取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていな

いため、該当事項はありません。 

同左 

 

(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制

度を設けております。また、総合設立型の厚生年金

基金に加入しておりますが、自社の拠出に対する年

金資産の額が合理的に計算できないため、退職給付

債務の計算には含めておりません。 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 △73,778千円

年金資産の額 71,437千円

退職給付引当金 △2,340千円

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 28,353千円

勤務債務 28,353千円

(注)当社は小規模会社に該当し簡便法を採用し

ているため、退職給付費用全額を勤務費用

としております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は小規模会社に該当し簡便法を採用している

ため、該当事項はありません。 

(注)上記退職給付費用には、総合設立型の厚生年金

基金(年金資産の総額20,090,078千円)への拠出

額15,938千円が含まれております。 

なお、加入人員比で計算した年金資産は261,940

千円であります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

 

 

 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 △78,985千円

年金資産の額 78,556千円

退職給付引当金 △428千円

３ 退職給付費用の内訳 

退職給付費用 26,774千円

勤務債務 26,774千円

  (注)当社は小規模会社に該当し簡便法を採用し

ているため、退職給付費用全額を勤務費用

としております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は小規模会社に該当し簡便法を採用している

ため、該当事項はありません。 

(注)上記退職給付費用には、総合設立型の厚生年金

基金(年金資産の総額25,832,240千円)への拠出

額16,909千円が含まれております。 

なお、加入人員比で計算した年金資産は389,205

千円であります。 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成18年11月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金損金算入限度超過額 40,036千円

 未払事業税等否認額 18,433千円

 その他 6,773千円

   繰延税金資産合計 65,243千円

繰延税金負債(流動) 

   繰延税金負債合計 －千円

   繰延税金資産の純額 65,243千円

 

繰延税金資産(固定) 

 役員退職慰労引当金繰入否認額 54,945千円

 有価証券評価損否認額 3,759千円

 その他 6,528千円

   繰延税金資産合計 65,232千円

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △7,448千円

長期貸付金利息否認額 △771千円

   繰延税金負債合計 △8,219千円

   繰延税金資産の純額 57,013千円
 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.4％

 住民税均等割額 0.6％

 同族会社の留保金額に 
対する税額 

1.0％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

42.6％
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

 賞与引当金損金算入限度超過額 23,987千円

 未払事業税等否認額 4,497千円

 その他 3,918千円

   繰延税金資産合計 32,403千円

繰延税金負債(流動) 

   繰延税金負債合計 －千円

   繰延税金資産の純額 32,403千円

 

繰延税金資産(固定) 

 役員退職慰労引当金繰入否認額 57,631千円

 有価証券評価損否認額 3,759千円

 その他 1,094千円

   繰延税金資産合計 62,485千円

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △7,092千円

長期貸付金利息否認額 △985千円

   繰延税金負債合計 △8,077千円

   繰延税金資産の純額 54,408千円
 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

0.8％

 住民税均等割額 1.0％

 同族会社の留保金額に 
対する税額 

0.3％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

42.8％
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(セグメント情報) 

【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12月１日 至 平成17年11月30日) 

 学生マン

ション事

業 

課外活動

支援事業 

人材ネッ

トワーク

事業 

その他事

業 
計 

消去又は

全社 
連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高                 

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
5,219,001 1,061,247 42,758 126,595 6,449,602 － 6,449,602 

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

      計 5,219,001 1,061,247 42,758 126,595 6,449,602 － 6,449,602 

営業費用 4,381,690 602,441 32,893 99,046 5,116,072 507,825 5,623,897 

営業利益  837,310 458,805 9,864 27,548 1,333,529 (507,825) 825,704 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 

       

資産 4,766,704 149,090 19,261 48,793 4,983,850 2,655,080 7,638,930 

減価償却費 19,357 8,389 1,170 1,672 30,589 2,781 33,371 

資本的支出 3,245 65,269 404 6,199 75,119 2,209 77,328 

(注)  １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各区分の事業の内容 

    ⑴ 学生マンション事業・・・・学生マンションの開発、賃貸、管理、入居者募集及び仲介 

    ⑵ 課外活動支援事業・・・・・合宿・研修旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設の運営 

    ⑶ 人材ネットワーク事業・・・アルバイト紹介、就職情報提供 

    ⑷ その他事業・・・・・・・・一般旅行商品の販売、福利厚生事業サポート「名湯プラン」の提供 

   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(507,825千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,655,080千円)の主なものは、当社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 

 

不動産ソリュ

ーション事業 

学生生活支援

事業 
計 消去又は全社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高                

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
5,171,312 1,130,728 6,302,040 － 6,302,040 

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

      計 5,171,312 1,130,728 6,302,040 － 6,302,040 

営業費用 4,422,115 759,077 5,181,193 451,968 5,633,162 

営業利益 749,196 371,650 1,120,846 (451,968) 668,878 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
    

資産 4,727,457 258,150 4,985,607 1,749,626 6,735,233 

減価償却費 4,946 11,509 16,456 3,509 19,965 

資本的支出 11,527 2,761 14,289 1,153 15,442 

(注)  １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２ 各区分の事業の内容 

    ⑴ 不動産ソリューション事業・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マンシ

ョンの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

    ⑵ 学生生活支援事業・・・・・・合宿・研修及び一般旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設の運営、

福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

   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(451,968千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 事業区分の変更 

従来の「学生マンション事業」は「不動産ソリューション事業」に、「課外活動支援事業」及び「人材

ネットワーク事業」は統合し「学生生活支援事業」に名称を変更しております。また、「その他事業」

は類似性を考慮して変更後のそれぞれのセグメントに含めております。なお、前連結会計年度において

当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

 

 

不動産ソリュ

ーション事業 

学生生活支援

事業 
計 消去又は全社 連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高                

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
5,229,043 1,220,558 6,449,602 － 6,449,602 

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

      計 5,229,043 1,220,558 6,449,602 － 6,449,602 

営業費用 4,381,690 734,381 5,116,072 507,825 5,623,897 

営業利益 847,353 486,176 1,333,529 (507,825) 825,704 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
    

資産 4,766,704 217,145 4,983,850 2,655,080 7,638,930 

減価償却費 19,357 11,232 30,589 2,781 33,371 

資本的支出 3,245 71,873 75,119 2,209 77,328 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

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はありませんので、該当事項は

ありません。 
 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

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はありませんので、該当事項は

ありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

(ストックオプション等) 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。 

 

(継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況) 

 

前連結会計年度(自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 
１株当たり純資産額 299.43円 

１株当たり当期純利益 50.35円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

49.30円 
 

 
１株当たり純資産額 318.68円 

１株当たり当期純利益 35.93円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

35.37円 

 (追加情報) 
当連結会計年度から、改正後の「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準委員会 企業会計基準第２号)及び「１
株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

(最終改正18年１月31日 企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  これによる影響はありません。 

(注) 算定上の基礎  

１．１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 2,870,327 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 2,870,327 

普通株式の発行済株式数(株) ― 9,007,000 

普通株式の自己株式数(株) ― 80 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数(株) ― 9,006,920 

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 464,216 322,626 

普通株式に係る当期純利益(千円) 448,216 322,626 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) 

利益処分による役員賞与金 

 

16,000 

 

― 

普通株主に帰属しない金額(千円) 16,000 ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,902 8,978 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

 新株引受権 

新株予約権 

157 

30 

114 

28 

普通株式増加数(千株) 188 143 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

 該当事項はありません。 同左 
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６ 販売実績 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 事業区分 事業部門 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

開発部門 2,528,161 39.2 1,888,204 30.0 

学生マンション部門 2,700,882 41.9 3,283,107 52.1 不動産ソリューション事業 

小計 5,229,043 81.1 5,171,312 82.1 

課外活動支援部門 1,177,799 18.2 1,115,566 17.7 

人材ソリューション部門 42,758 0.7 15,162 0.2 学生生活支援事業 

小計 1,220,558 18.9 1,130,728 17.9 

合計 6,449,602 100.0 6,302,040 100.0 

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 ２ 当連結会計年度より事業区分の変更を行なっており、前連結会計年度につきましては、変更後の事業区

分に組み替えた金額を記載しております。 

 

従来の区分による実績 

前連結会計年度 
(自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日) 区分 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

 学生マンション事業 5,219,001 80.9 

 課外活動支援事業 1,061,247 16.4 

 人材ネットワーク事業 42,758 0.7 

学
生
支
援
事
業 

小計 6,323,006 98.0 

 その他事業 126,595 2.0 

合計 6,449,602 100.0 

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 


