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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準 ：中間連結財務諸表作成基準

②　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

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：有　連結　（新規）７社　（除外）１社

④　会計監査人の関与 ：有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況

 （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３月期第３四半期 19,679 37.4 9,002 80.7 6,359 41.1 3,467 31.4

18年３月期第３四半期 14,322 34.1 4,982 8.2 4,507 1.3 2,638 1.3

（参考）18年３月期 31,461 143.1 9,232 63.3 8,035 52.5 4,628 50.6

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 円 銭

19年３月期第３四半期 4,782 45 ― ― ― ―

18年３月期第３四半期 20,578 86 (4,115 77) ― ―

（参考）18年３月期 35,193 27  (7,038  65) ― ―

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

３．平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割を行っております。株式分割に伴う影響を加味し、

18年３月期第３四半期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり数値を（　）内に記載しております。

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期（平成18年４月１日～平成18年12月31日）における日本経済は、企業収益の継続的な改善のもと、設備

投資や雇用情勢、個人消費についても堅調に推移し、景気の拡大傾向が続いております。

　当社グループの事業領域である金融・不動産業界においては、都心部を中心にオフィス空室率の低下や賃料の上昇傾

向が鮮明となり、また住宅地においても地価の上昇が見られるなど、需要の拡大傾向が進むとともに、国内不動産市場

への国内外の資金流入が続き、市場は拡大を続けております。

　このような経済環境のもと、当社グループでは、不動産投資顧問事業において優良運用資産の新規取得およびファン

ドの新規組成を図るとともに、不動産開発・ソリューション事業においても引き続き積極的な自社物件の取得および開

発を推進し、さらなる業容拡大に向けた事業展開を確実に進めてまいりました。
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　当第３四半期連結会計期間の経営成績は、売上高19,679百万円（前年同期比37.4％増）、営業利益9,002百万円（前年

同期比80.7％増）、経常利益6,359百万円（前年同期比41.1％増）、当期純利益3,467百万円（前年同期比31.4％増）と

なりましたが、その事業別の内訳は以下のとおりです。

（不動産投資顧問事業）

　当第３四半期連結会計期間末における当社運営ファンド等の運用資産の取得価格は551,695百万円となり、運用資産は

引き続き順調に増加しております。また、12月には当社７つ目の運営ファンドとなる「シンプレクス・マーベラスファ

ンドⅡ」の運用を開始いたしました。これらの結果、不動産投資顧問事業における当第３四半期の売上高は9,082百万円

（前年同期比17.0％増）となりました。前年に発生した物件売却に伴う売上原価がなかったことから営業費用は大きく

減少し、営業利益は7,119百万円（前年同期比64.6％増）となりました。

（不動産開発・ソリューション事業）

　当第３四半期連結会計期間は、新規物件の取得及び計画中プロジェクトの推進に注力し、不動産開発・ソリューショ

ン事業におけるたな卸資産の残高は62,300百万円となりました。また10月には㈱エスアイエイ・ソリューションズを設

立し、営業を開始いたしました。これらの結果、不動産開発・ソリューション事業における当第３四半期の売上高は

10,597百万円(前年同期比61.5％増）、営業利益は3,453百万円（前年同期比113.2％増）となりました。

(2）連結財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

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 円 銭

19年３月期第３四半期 251,311 36,084 14.4 49,742 50 ― ―

18年３月期第３四半期 112,769 16,868 15.0 127,311 60  (25,462   32)

（参考）18年３月期 158,985 32,594 20.5 224,788 90  (44,957   78)

 （注）18年３月期第３四半期及び18年３月期の純資産には、少数株主持分を含めておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

 （百万円未満切捨）

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３月期第３四半期 △78,227 △527 84,967 16,841

18年３月期第３四半期 △71,395 △8,105 81,850 5,705

（参考）18年３月期 △115,669 △1,069 124,028 10,646

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は251,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ92,326百万円増加しま

した。これは主に、不動産投資顧問事業におけるファンド向け資産の取得などを中心とした、たな卸資産の増加80,742

百万円などによるものです。

　負債につきましては215,227百万円となり、前連結会計年度末に比べ88,844百万円増加しております。これは主に借入

金等の増加84,248百万円によるものです。

　純資産につきましては、36,084百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,481百万円増加しております。これは主に当

第３四半期連結会計期間の第３四半期純利益3,467百万円によるものです。

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、16,841百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は78,227百万円となりました。これは主に税金等調

整前第３四半期純利益6,359百万円などの増加要因があった一方、たな卸資産の増加80,742百万円および法人税等の支払

4,376百万円などが減少要因となったことによるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は527百万円となりました。これは主に、投資有価証

券の取得404百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は84,967百万円となりました。これは主に、借入金

等の増加によるものです。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 （百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 40,500 11,000 6,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　8,551円72銭

　（注）１．１株当たり予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数725,000株により算出しております。

２．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において判断したものであります。予想に

は様々なリスクや不確定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があり

ます。

［業績予想に関する定性的情報等］

　当第３四半期は、不動産投資顧問事業におきましては、運用資産残高の拡大に努め、堅調に収益を積み上げております。

不動産開発・ソリューション事業におきましては、当初計画通り物件引渡しに向け、開発が順調に進行しております。従

いまして、第３四半期以降も当初計画通りの業績を見込み、当期業績予想の変更はございません。
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【四半期連結財務諸表等】

①　四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 5,705 16,841  10,646

２．営業未収入金 1,554 1,729  1,173

３．たな卸資産 ※４ 88,971 221,434  140,691

４．繰延税金資産 232 1,116  221

５．前渡金 3,244 4,352  1,289

６．その他 373 918  530

流動資産合計 100,082 88.7 246,392 98.0 146,310 154,552 97.2

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※３ 84 100  82

２．器具備品 ※３ 31 35  29

３．運搬具 ※３ 24 14  22

４．その他  ― 6  ―

有形固定資産合計 141 0.1 156 0.1 15 134 0.1

(2）無形固定資産 431 0.4 18 0.0 △412 13 0.0

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※1,2 11,752 4,127  3,771

２．出資金 67 106  96

３．敷金保証金 252 416  358

４．繰延税金資産 39 87  52

５．その他 2 6  8

投資その他の資産
合計

12,114 10.8 4,743 1.9 △7,370 4,285 2.7

固定資産合計 12,686 11.3 4,918 2.0 △7,767 4,433 2.8

資産合計 112,769 100.0 251,311 100.0 138,542 158,985 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．短期借入金 ※4,5 75,525 164,762  96,843

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※4,5 7,200 15,785  ―

３．未払金 224 382  1,412

４．未払法人税等 844 1,912  2,513

５．繰延税金負債 982 ―  ―

６．賞与引当金 369 694  ―

７．役員賞与引当金 ― 187  250

８．修繕引当金 ― 182  487

９．預り敷金保証金 3,136 8,046  4,743

10．その他 ※６ 764 2,342  512

流動負債合計 89,047 78.9 194,296 77.3 105,249 106,762 67.2

Ⅱ　固定負債  

１．社債  ― 4,600  ―

２．長期借入金 ※4,5 6,750 15,434  19,490

３．長期インセンティ
ブ引当金

97 216  130

４．匿名組合出資
　　預り金 

― 680  ―

固定負債合計 6,847 6.1 20,931 8.3 14,083 19,620 12.3

負債合計 95,894 85.0 215,227 85.6 119,332 126,382 79.5

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 5 0.0 ― ― ― 8 0.0

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 4,469 4.0 ― ― ― 11,408 7.2

Ⅱ　資本剰余金 6,427 5.7 ― ― ― 13,659 8.6

Ⅲ　利益剰余金 5,969 5.3 ― ― ― 7,524 4.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2 0.0 ― ― ― 2 0.0

資本合計 16,868 15.0 ― ― ― 32,594 20.5

負債・少数株主持分
及び資本合計

112,769 100.0 ― ― ― 158,985 100.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 ―  11,408 4.5
 
―

―  

２．資本剰余金 ―  13,659 5.5
 
―

―  

３．利益剰余金 ―  10,991 4.4 ― ―  

  株主資本合計 ―  36,058 14.4 ― ―  

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

―  4 0.0 ― ―  

Ⅲ　少数株主持分 ―  21 0.0 ― ―  

 　 純資産合計 ―  36,084 14.4 ― ―  

 　 負債純資産合計 ―  251,311 100.0 ― ―  
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②　四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 14,322 100.0 19,679 100.0 5,357 31,461 100.0

Ⅱ　売上原価 6,475 45.2 5,497 27.9 △977 17,419 55.4

売上総利益 7,847 54.8 14,182 72.1 6,335 14,041 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 2,864 20.0 5,179 26.3 2,315 4,809 15.3

営業利益 4,982 34.8 9,002 45.8 4,020 9,232 29.3

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 0 2  0

２．受取配当金 0 0  0

３．賃貸収入 0 ―  0

４．持分法投資利益 ― 29  ―

５．匿名組合分配益 ― 29  ―

６．消費税等還付差益 ― 44  ―

７．その他 12 13 0.1 5 111 0.5 98 25 25 0.0

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 292 1,432  541

２．社債利息 ― 17  ―

３．支払手数料 25 1,209  432

４．上場費用 117 ―  117

５．新株発行費 52 ―  125

６．株式交付費 ― 7  ―

７．社債発行費 ― 83  ―

８．その他 1 488 3.4 4 2,754 14.0 2,265 6 1,222 3.8

経常利益 4,507 31.5 6,359 32.3 1,852 8,035 25.5

Ⅵ　特別利益  

１．関係会社株式売却
益

― ― ― ― ― ― ― 72 72 0.2

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 ※２ 2 ―  4

２．事務所移転費用 1 3 0.0 ― ― ― △3 1 5 0.0

税金等調整前第３
四半期（当期）純
利益

4,503 31.4 6,359 32.3 1,856 8,103 25.7

法人税、住民税及
び事業税

1,957 3,824  3,569

法人税等調整額 △94 1,862 13.0 △932 2,892 14.7 1,029 △95 3,473 11.0

少数株主利益 1 0.0 0 0.0 △1 1 0.0

第３四半期（当
期）純利益

2,638 18.4 3,467 17.6 828 4,628 14.7
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③　四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

 四半期連結剰余金計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

（参考）前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 ― ―

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発
行

6,427 6,427 13,659 13,659

Ⅲ　資本剰余金第３四半期
（期末）残高

6,427 13,659

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,330 3,330

Ⅱ　利益剰余金増加高

第３四半期（当期）
純利益

2,638 2,638 4,628 4,628

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 ― ― 435 435

Ⅳ　利益剰余金第３四半期
（期末）残高

5,969 7,524

   

 四半期連結株主資本等変動計算書

 当第３四半期連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年12月31日）           

 

株主資本
評価・換算

差額等
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

 平成18年3月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 7,524 32,591 2 8 32,602

当第３四半期中の変動額        

当期純利益 ― ― 3,467 3,467 ― ― 3,467

 株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
― ― ― ― 1 12 14

 当第３四半期中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
― ― 3,467 3,467 1 12 3,481

 平成18年12月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 10,991 36,058 4 21 36,084

        

－ 7 －



④　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

（参考）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４月１日
至　平成18年３月31日）

区分

注
記
番
号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ 営業活動による
　 キャッシュ・フロー

　　税金等調整前第３四
　　半期（当期）純利益

4,503 6,359  8,103

　　減価償却費 21 27  31

　　関係会社株式売却益 ― ―  △72

　　連結調整勘定償却 ― ―  44

　　持分法による投資利益 ― △29  ―

    賞与引当金の増加額 369 694  ―

    長期インセンティブ
    引当金の増加額

36 85  70

    受取利息及び受取
    配当金

△0 △3  △0

    支払利息 292 1,450  541

    営業未収入金の増減額 △420 △556  171

    たな卸資産の増加額 △71,334 △80,742  △124,746

    前渡金の増加額 △3,157 △3,062  △1,203

    立替金の増減額 △15 △13  24

    未払金の増減額 △174 △1,029  583

    預り敷金保証金の
    増加額

2,292 3,302  3,885

    役員賞与の支払額 △245 ―  △245

    役員賞与引当金の増減
　　額

― △62  250

    修繕引当金の増減額 ― △304  487

    その他 △85 1,040  233

     小計 △67,916 △72,843 △4,926 △111,841

    利息及び配当金の
    受取額

0 3  0

    利息の支払額 △185 △1,010  △535

    法人税等の支払額 △3,293 △4,376  △3,293

  営業活動による
  キャッシュ・フロー

△71,395 △78,227 △6,831 △115,669
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

（参考）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４月１日
至　平成18年３月31日）

区分

注
記
番
号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

（百万円）
金額（百万円）

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

△72 △45  △74

    無形固定資産の取得に

    よる支出
△10 △8  △13

    投資有価証券の取得に

    よる支出
△10,866 △404  △18,787

    投資有価証券の売却等

    による収入
2,910 ―  18,090

    出資金の払込による

    支出
△22 △10  △69

    出資金の回収による

    収入
6 ―  24

    連結の範囲の変更を伴

    う子会社株式の取得に

    よる収入

66 ―  70

    連結の範囲の変更を伴

    う子会社株式の売却に

    よる支出

― ―  △18

    敷金保証金の差入に

    よる支出
△123 24  △230

    その他 7 △83  △59

  投資活動による
  キャッシュ・フロー

△8,105 △527 7,578 △1,069

Ⅲ 財務活動による
   キャッシュ・フロー

    短期借入金の純増加額 66,608 67,919  87,926

    長期借入金による収入 6,750 11,729  23,990

    長期借入金の返済に
    よる支出

△2,250 ―  △12,800

    社債の発行による収入 ― 4,600  ―

    匿名組合出資者からの
    払込による収入

― 719  ―

    株式の発行による収入 10,741 ―  24,911

  財務活動による
  キャッシュ・フロー

81,850 84,967 3,116 124,028

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

2,349 6,212 3,863 7,290

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び
   現金同等物の増加額

― 7 7 ―

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び
   現金同等物の減少額

△41 △25 16 △41

Ⅷ 現金及び現金同等物の
   期首残高

3,397 10,646 7,248 3,397

Ⅸ 現金及び現金同等物の
   第３四半期末（期末）
   残高

※ 5,705 16,841 11,135 10,646
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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３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈱シンプレクス・リート・

パートナーズ

㈱グリーンヴィスタゴルフ倶

楽部

 　　  ㈲エスアイエイキング2号

  

 

   

   

   

   

 

 ㈱シンプレクス・リート・

パートナーズは当第３四半期連

結会計期間中に設立したため、

㈱グリーンヴィスタゴルフ倶楽

部は当第３四半期連結会計期間

中に株式を取得したため、㈲エ

スアイエイキング2号は当第３

四半期連結会計期間中に当社グ

ループによる不動産投資顧問事

業物件を購入したため、それぞ

れ連結の範囲に含めておりま

す。

   ㈲グローバル・リート・パー

トナーズB号は、当第３四半期

連結会計期間中に不動産開発事

業が終了したため、連結の範囲

から除外しております。

１．連結子会社の数　12社

主要な連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈲グローバル・リート・パー

トナーズF号

 　　 ㈲エスアイエイキング2号

㈱シンプレクス・リート・　

パートナーズ

㈱エスアイエイ・ソリュー　

ションズ

㈲エスアイエイウインド1号

㈲エスアイエイウインド2号

㈲エスアイエイウインド3号

合同会社グローバル・デベ　

ロップメントA号

㈱エスアイエイ・ソリュー

ションズは当第３四半期連結会

計期間中に設立したため、㈲エ

スアイエイウインド1号、㈲エ

スアイエイウインド2号、㈲エ

スアイエイウインド3号、㈲グ

ローバル・リート・パートナー

ズF号、合同会社グローバル・

デベロップメントA号は当第３

四半期連結会計期間中に当社の

匿名組合出資に基づき物件を取

得し当社が運用を開始したため、

それぞれ連結範囲に含めており

ます。　

　 ㈲グローバル・リート・パー

トナーズB号は、当第３四半期連

結会計期間中に当社の匿名組合出

資に基づき物件を取得し当社が運

用を開始したため、連結の範囲に

含めましたが、同じく当第３四半

期連結会計期間中に物件を売却し

匿名組合出資契約が終了したため、

連結の範囲から除外しております。

１．連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

㈲グローバル・リート・パー

トナーズA号

㈱シンプレクス・リート・

パートナーズ

 　　  ㈲エスアイエイキング2号

  

 

  

 

   

   

   

   

 

㈱シンプレクス・リート・

パートナーズは当連結会計年度

中に設立したため、㈲エスアイ

エイキング2号は当連結会計年

度中に新規に当社グループによ

る不動産投資顧問事業物件を購

入したため、それぞれ連結の範

囲に含めております。

   ㈲グローバル・リート・パー

トナーズB号は、当連結会計年

度中に不動産開発事業が終了し

たため、連結の範囲から除外し

ております。また、㈱グリーン

ヴィスタゴルフ倶楽部は当連結

会計年度中に株式を取得したた

め連結の範囲に含めましたが、

同じく当連結会計期間中に譲渡

したため、連結の範囲から除外

しております。

２．主要な非連結子会社

㈲グローバル・リート・パー

トナーズD号

㈲エスアイエイホールディン

グA号

　非連結子会社は、当社グルー

プが不動産投資顧問事業に関連

してファンド組成を目的として

設立し一時的に保有されている

だけであるため、連結の範囲か

ら除外しております。

２．非連結子会社

該当事項はありません。

 

２．非連結子会社

該当事項はありません。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

１．持分法適用の関連会社

　該当事項はありません。

１．持分法適用の関連会社の数

１社

  アマンテス・ゴルフ・アン

ド・リゾーツ投資事業有限責任

組合

１．持分法適用の関連会社

 アマンテス・ゴルフ・アン

ド・リゾーツ投資事業有限責任

組合

アマンテス・ゴルフ・アンド・

リゾーツ投資事業有限責任組合

は、当連結会計年度中に新規に

ゴルフ場再生事業を目的として

設立したため、持分法適用の関

連会社に含めております。

２．持分法適用の非連結子会社

　該当事項はありません。

 ３.　　　　　─────

２．持分法適用の非連結子会社

　 同左

 ３. 主要な持分法を適用しない関連

　　会社

  該当事項はありません。

２．持分法適用の非連結子会社

　 同左

 ３．主要な持分法を適用しない関連

　　会社

㈱グリーンヴィスタゴルフ倶

楽部

 　　 持分法を適用しない関連会社

　　は、重要性に乏しいため、持分

　　法の範囲から除外しておりま

　　す。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）に関する事

項

　連結子会社のうち㈲グローバ

ル・リート・パートナーズA号お

よび㈲エスアイエイキング2号の

決算日は12月31日であります。四

半期連結財務諸表の作成に当たっ

て、四半期連結決算日現在で実施

した決算に基づく財務諸表を使用

しております。

 連結子会社のうち、㈲グロー

バル・リート・パートナーズA

号および㈲エスアイエイキン

グ2号など７社の決算日は12月

31日であり、四半期連結財務

諸表の作成に当たって、四半

期連結決算日現在で実施した

決算に基づく財務諸表を使用

しております。

 また、㈲エスアイエイウイン

ド1号など３社の決算日は1月

31日であり、四半期連結財務

諸表の作成に当たって、四半

期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。

 連結子会社のうち、㈲グロー

バル・リート・パートナーズA

号および㈲エスアイエイキン

グ2号など５社の決算日は、12

月31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。

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

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期連結決算日の市場

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。

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期連結決算日の市場

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。

１．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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。

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、当社が出資

する匿名組合の損益のうち当社

に帰属する持分相当損益につい

ては、「売上高」に計上すると

ともに「投資有価証券」を加減

する処理を行っております。

 時価のないもの

　同左

 
 

時価のないもの

　同左　

 
 

２．たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

２．たな卸資産

販売用不動産

  同左

２．たな卸資産

販売用不動産

　同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）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。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

機械装置及び

運搬具　　　　　４年

１．有形固定資産

　定率法を採用しております

　ただし、建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

 

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

運搬具　　　　　４年

１．有形固定資産

　定率法を採用しております

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。 

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

 建物　　　　８～22年

 器具備品　　３～20年

 運搬具　　　　　４年

２．無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

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、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

２．　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(3）重要な引当金の計上基

準

１．貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当第３四

半期連結会計期間の繰入額はあり

ません。

１．貸倒引当金

　　同左

１．貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当連結会

計年度の繰入額はありません。

２．賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

当第３四半期連結会計期間負担額

を計上しております。

２．賞与引当金

　　同左

 ２．　　　──────

３．長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当第３四

半期連結会計期間末の要支給額を

計上しております。

 ４.　　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．長期インセンティブ引当金

　　同左

 

 

 

 ４.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

づく当第３四半期連結会計期間に

負担すべき額を計上しております。

 （追加情報）

  従来、役員賞与は利益処分にて

計上しておりましたが、前連結会

計年度の下期において、支給見込

額を役員賞与引当金として計上す

る方法に変更いたしました。なお、

前第３四半期連結会計期間は、変

更後の方式によった場合に比べ、

営業利益、経常利益及び税金等調

整前第３四半期純利益は183百万

円多く計上されております。

３．長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当連結会

計年度末の要支給額を計上してお

ります。

 ４．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、支給見込額を計

上しております。

 （追加情報）

  当連結会計年度より、「役員賞

与の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会実務対

応報告第13号　平成16年3月19

日）に基づき、役員賞与の支給見

込額を役員賞与引当金として計上

しております。

  これにより、当連結会計年度に

おいて販売費及び一般管理費が250

百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ同額少なく計上されてお

ります。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ５.　　　　──────  ５. 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当第３四

半期連結会計期間において負担す

べき費用を引当金として計上いた

しております。

 ５．修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当連結会

計年度において負担すべき費用を

引当金として計上いたしておりま

す。

 （追加情報）

 当連結会計年度に取得した不動

産における大規模修繕工事計画に

基づき、費用計上見込額を修繕引

当金として計上しております。

　これにより、当連結会計年度に

おいて販売費及び一般管理費が

487百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ同額少なく計上さ

れております。

(4）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       同左

(5）その他四半期連結財務

諸表作成のための重要

な事項

１．消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　当社が組成するファンドへ譲渡

した販売用不動産のうち、保有期

間が短期的な不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。

１．消費税等の会計処理

　　同左

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　　同左

１．消費税等の会計処理

　　　同左

２．当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　　同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

　なお、平成17年６月７日付の一

般募集による新株の発行（3,500

株）は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、当該引受価額

とは異なる発行価格で、一般投資

家に販売するスプレッド方式に

よっております。この方式では、

発行価格と引受価額との差額が引

受手数料となるため、引受証券会

社に対する、引受手数料の支払い

は発生しておりません。

３．　　　──────

　

３．新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

４.　　　──────

 

 

４.　株式交付費の処理

 　支出時に全額費用として計上

しております。

　（表示方法の変更）

　　当第３四半期連結会計期間より

　「繰延資産の会計処理に関する当

　面の扱い」（企業会計基準委員会

　　平成18年8月11日　実務対応報告

　第19号）を適用しております。

　　これにより、前第３四半期連結

　会計期間まで新株の発行にかかる

　費用は「新株発行費」として表示

　しておりましたが、当第３四半期

　連結会期間より「株式交付費」と

　して表示しております。

４.　　　──────

 

５.　　　──────

 

 

５.　社債発行費の処理

 　支出時に全額費用として計上

しております。

５.　　　──────

 

５．四半期連結キャッシュ・

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か月以内に

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３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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（「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）が当第３四半期連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針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）

　　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。

 

        　      ─────

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等）

　当第３四半期連結会計期間より、「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）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」（企業会計基準適用指針　

第８号　平成17年12月９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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

36,063百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第３四半期連結会計期間における「連結貸借

対照表」の「純資産の部」については、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

 

 

              ─────

 

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

　　　　　　　　　　　　───────

 

 

 （四半期連結損益計算書）

 　　当第３四半期連結会計期間より「繰延資産の会計処理に関する

　当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実務対

　応報告第19号）を適用しております。

　　 これにより、前第３四半期連結会計期間まで新株の発行にかか

　る費用は「新株発行費」として表示しておりましたが、当第３四半

　期連結会計期間より「株式交付費」として表示しております。
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,400百万円までの追加出資を

行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,000百万円までの追加出資を

行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して今後の事業計画に応じて当

社が新たに2,400百万円までの追加出資を

行います。

※２　非連結子会社に対するものは次のとおり

であります。

投資有価証券

※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券

※２　非連結子会社及び関連会社に対するもの

は次のとおりであります。

投資有価証券

   匿名組合出資金 9,809百万円

   株式 10百万円

 計 9,819百万円

（投資事業有限責任組合

出資金）

1,929百万円 （有限責任組合出資金） 1,900百万円

 

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、29百

万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、59百

万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額は、37百

万円であります。

※４　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。

たな卸資産　　　　　78,663百万円

※４　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。

たな卸資産　　　   205,623百万円

※４　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。

たな卸資産　　　　  129,126百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 53,180百万円

一年以内返済予定

長期借入金
7,200百万円

長期借入金  6,750百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 126,196百万円

一年以内返済予定

長期借入金
15,945百万円

長期借入金 13,700百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金　　　　   87,943百万円

長期借入金　　　　   19,490百万円

 　また、非連結子会社が保有しているた

な卸資産を、短期借入金8,445百万円の担

保に供しています。

 　　 当該非連結子会社に対する資産

 　　　投資有価証券　　　　　 9,809百万円

  

 

 

※５　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当第３四半期連結

会計期間末の借入実行残高は次のとおりで

あります。

 

※５　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結し

ており、当該契約に基づく当第３四半期連

結会計期間末の借入実行残高は次のとおり

であります。

※５　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結し

ており、当該契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

100,800百万円

借入実行残高 18,855百万円

差引額 81,945百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

134,900百万円

借入実行残高 33,242百万円

差引額 101,658百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

130,800百万円

借入実行残高 15,863百万円

差引額 114,937百万円

※６　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

※６　消費税の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動資

産及び流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

 ※６　          ─────
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※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。

給与及び賞与

業務委託費

媒介手数料

415百万円

411百万円

300百万円

賞与引当金繰入額 369百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
36百万円

給与及び賞与 509百万円

業務委託費 1,028百万円

租税公課 563百万円

役員賞与引当金繰入額 187百万円

賞与引当金繰入額 694百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
88百万円

修繕引当金繰入額 211百万円

媒介手数料 300百万円

給与及び賞与 1,007百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
70百万円

役員賞与引当金繰入額  250百万円

修繕引当金繰入額  487百万円

※２　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

※２　          ─────

 

※２　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円

建物 3百万円

器具備品 0百万円

計 4百万円

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

 　　　当第３四半期連結会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 145,000 580,000 ― 725,000

 　　　　合計 145,000 580,000 ― 725,000

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

 　　　　合計 ― ― ― ―

 （注）　普通株式の発行済株式総数の増加580,000株は、株式分割による増加であります。

  ２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

　３.配当に関する事項

 　 (1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当金の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年６月14日

 定時株主総会
普通株式 435  利益剰余金 3,000  平成18年３月31日 平成18年６月14日

    (2)基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後

　　　 となるもの

  　　　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期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12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年３月31日現在）

　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

（5,705百万円）と四半期連結貸借対照表に

掲記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第３四半期末残高

（16,841百万円）と四半期連結貸借対照表に

掲記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（10,646百

万円）と連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額は同額であります。
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第３四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 103 59 43

ソフト
ウェア

6 1 5

合計 109 61 48

取得価額
相当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第３四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 92 47 44

ソフト
ウェア

40 7 33

合計 132 54 78

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

期末残高
相当額
 
（百万円）

器具備品 107 53 54

ソフト
ウェア

15 2 12

合計 122 55 66

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 25百万円

１年超 23百万円

合計 49百万円

１年内 38百万円

１年超 41百万円

合計 79百万円

１年内 31百万円

１年超 36百万円

合計 68百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

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 17百万円

減価償却費相当額 17百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 27百万円

減価償却費相当額 26百万円

支払利息相当額 1百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　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。

４．減価償却費相当額の算定方法

　同左

４．減価償却費相当額の算定方法

　同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額と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。

５．利息相当額の算定方法

　同左

５．利息相当額の算定方法

　同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日現在）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日現在）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

第３四半
期連結貸
借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

第３四半
期連結貸
借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1）株式 ― ― ― 0 0 △0 0 0 0

(2）債券

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）その他 14 18 3 20 27 7 16 21 4

合計 14 18 3 20 28 7 17 22 4

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（平成18年３月31日）

第３四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

第３四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 110 111 110

匿名組合出資金 1,805 2,057 1,738

合計 1,914 2,168 1,849

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

－ 20 －



（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年12月31日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
7,760 6,561 14,322 ― 14,322

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 7,760 6,561 14,322 ― 14,322

営業費用 3,437 4,942 8,379 959 9,339

営業利益 4,323 1,619 5,942 △959 4,982

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
9,082 10,597 19,679 ― 19,679

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 9,082 10,597 19,679 ― 19,679

営業費用 1,962 7,144 9,107 1,569 10,676

営業利益 7,119 3,453 10,572 △1,569 9,002
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前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

不動産投資顧問
事業
（百万円）

不動産開発・ソ
リューション事
業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
12,558 18,902 31,461 ― 31,461

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 12,558 18,902 31,461 ― 31,461

営業費用 5,960 14,690 20,651 1,577 22,228

営業利益 6,598 4,211 10,810 △1,577 9,232

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループの事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業の主な内容

(1）不動産投資顧問事業・・・・・・・・・・不動産投資ファンドの運営管理

(2）不動産開発・ソリューション事業・・・・自己勘定による不動産投資、不動産仲介

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

前第３四半期連結会計
期間

（百万円）

当第３四半期連結会計
期間

（百万円）

前連結会計年度
（百万円） 主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

959 1,569 1,577
管理部門にかかる費

用であります。

２．所在地別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

　前第３四半期連結会計期間において、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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　当第３四半期連結会計期間において、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。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度において、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。

３．海外売上高

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

　前第３四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　当第３四半期連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 127,311円60銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
20,578円86銭

１株当たり純資産額 49,742円50銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
4,782円45銭

１株当たり純資産額 224,788円90銭

１株当たり当期純利益金額 35,193円27銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 当社は、平成17年9月9日付で株式1株につ

き5株とする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

した場合の前第３四半期連結会計期間および

前連結会計年度における1株当たり情報は、

以下のとおりとなります。

 前第３四半期連結会計

期間
前連結会計年度

1株当たり純資産額

28,390円24銭 

1株当たり純資産額

30,331円06銭 

1株当たり第３四半期

純利益金額

23,240円75銭

 1株当たり当期純利

益金額

25,070円16銭

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

  当社は、平成18年4月1日付で株式1株につ

き5株とする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

した場合の前第３四半期連結会計期間及び前

連結会計年度における1株当たり情報は、以

下のとおりとなります。

 前第３四半期連結会計

期間
前連結会計年度

1株当たり純資産額

25,462円32銭 

1株当たり純資産額

44,957円78銭 

1株当たり第３四半期

純利益金額

4,115円77銭

 1株当たり当期純利

益金額

7,038円65銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 当社は、平成17年9月9日付で株式1株につ

き5株とする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

り情報は、以下のとおりとなります。

 1株当たり純資産額 30,331円06銭 

1株当たり当期純利益 25,070円16銭 

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

（追加情報）  

 平成17年12月26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

新株式を発行する予定であります。

 

(1）平成18年４月１日をもって普通株式１株に

つき５株に分割します。

 

①　分割により増加する株式数  

普通株式　　　　　　　　 580,000株  

②　分割方法  

　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき５株の割合をもって分割し

ます。

 

(2）配当起算日  

平成18年４月１日  
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　（注）　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３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第３四半期（当期）純利益（百万円） 2,638 3,467 4,628

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（百万円）
2,638 3,467 4,628

期中平均株式数（株） 128,236 725,000 131,513
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．平成17年12月26日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり新株式を発行しておりま

す。

　この結果、平成18年１月26日付で資本金は

11,408百万円、発行済株式総数は145,000株

となっております。

(1)　公募による新株式発行（一般募集）

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　8,500株

③　発行価格 ：１株につき1,183,400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1,110,200円

　この価額は当社が引受人により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1,110,200円

 
（資本組入額555,100

円）

⑥　発行価額の総

額
：9,436百万円

⑦　払込金額の総

額
：9,436百万円

⑧　資本組入額の

総額
：4,718百万円

⑨　払込期日 ：平成18年１月25日

⑩　配当起算日 ：平成17年10月１日

⑪　資金の使途 ：不動産開発事業に係る販

売用不動産の購入資金及

び当社グループが組成す

るファンドの物件購入資

金の繋ぎ資金に充当する

予定であります。これら

の資金の充当時期までは、

安全性の高い金融商品に

て運用していく計画であ

ります。

(2)　第三者割当による新株式発行

①　割当先 ：日興コーディアル・ホー

ルディングス・リミテッ

ド東京支店

②　発行する株式

の種類及び数
：普通株式　4,000株

③　発行価格 ：１株につき1,183,400円

 

─────

  

　　　　　　　　──────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

④　発行価額 ：１株につき1,110,200円

（資本組入額555,100

円）

⑤　発行価額の総

額
：4,440百万円

⑥　払込金額の総

額
：4,733百万円

⑦　資本組入額の

総額
：2,220百万円

⑧　払込期日 ：平成18年１月25日

⑨　配当起算日 ：平成17年10月１日

⑩　資金の使途 ：不動産開発事業に係る販

売用不動産の購入資金及

び当社グループが組成す

るファンドの物件購入資

金の繋ぎ資金に充当する

予定であります。これら

の資金の充当時期までは、

安全性の高い金融商品に

て運用していく計画であ

ります。

 　　　　　　　───────

 

 

────── ２．株式の分割について

　平成18年4月1日付で株式1株につき5株とす

る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

前連結会計年度および当連結会計年度におけ

る1株当たりの純資産額および当期純利益額

は、以下のとおりとなります。

 

前連結会計年度 当連結会計年度

 1株当たり純資産額  1株当たり純資産額

 6,066円 21銭  44,957円 78銭

 1株当たり純利益額  1株当たり純利益額

 5,014円 03銭 7,038円 65銭

 なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が

存在しないため記載し

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に

ついては、潜在株式が

存在しないため記載し

ておりません。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（個別）
平成19年１月29日

上場会社名　株式会社　シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ　　（コード番号　8942　東証マザーズ）

（URL　http：//www.simplexinv.com）

問合せ先　　代表者　　役職名　代表取締役社長　　　氏名　林　正道

責任者　　役職名　取締役経営企画部長　氏名　山岡　憲治　　　　TEL（03）5218－5520

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準 ：中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無

③　会計監査人の関与 ：有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況

 （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３月期第３四半期 18,059 38.0 8,661 73.1 7,271 59.4 4,057 50.3

18年３月期第３四半期 13,083 23.0 5,004 9.1 4,565 2.6 2,699 3.6

（参考）18年３月期 30,002 132.9 9,344 66.0 8,202 55.6 4,726 53.8

１株当たり四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 5,597 08 ― ―

18年３月期第３四半期 21,047 16 (4,209  43)

（参考）18年３月期 35,935 68 (7,187  13)

　 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

３．平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割を行っております。株式分割に伴う影響を加味し、18年３月期第３四半

期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり数値を（　）内に記載しております。

(2）財政状態の変動状況

 （百万円未満切捨）

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 円 銭

19年３月期第３四半期 119,788 36,751 30.7 50,691 80 ― ―

18年３月期第３四半期 109,459 16,928 15.5 127,764 83  (25,552   96) 

（参考）18年３月期 155,816 33,127 21.3 228,462 27  (45,692   45) 

　 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．平成18年４月１日付で株式１株につき５株とする株式分割を行っております。株式分割に伴う影響を加味し、18年３月期第３四半

期及び18年３月期を遡及修正した場合の１株当たり数値を（　）内に記載しております。
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３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 （百万円未満切捨）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 37,500 11,500 6,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9,103円44銭

　（注）１．１株当たり予想当期純利益につきましては、予定期末発行済株式数725,000株により算出しております。

２．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において判断したものであります。予想に

は様々なリスクや不確定要素等が含まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があり

ます。

４．配当状況 

 　　・現金配当

 

 

 １株当たり配当金（円）

 中間配当 期末 年間 

18年３月期 ― 3,000 3,000

 19年３月期（実績） ― ― ―

　19年３月期（予想） ― ― ―
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【四半期財務諸表等】

①　四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,543 3,707 5,849

２．営業未収入金 1,533 1,471 1,169

３．たな卸資産 ※３ 34,577 57,754 72,632

４．前渡金  3,244 4,352 1,289

５．繰延税金資産 232 788 221

６．その他 147 218 206

流動資産合計 42,278 38.6 68,291 57.0 26,013 81,369 52.2

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※２ 82 95 80

２．器具備品 ※２ 30 33 28

３．船舶 ※２ 24 14 22

４．その他  ― 6 ―

有形固定資産合計 138 149 131

(2）無形固定資産

　１．ソフトウェア 10 12 12

　２．その他 0 6 0

 　 無形固定資産合計 10 18 12

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 1,932 2,197 1,871

２．関係会社株式  160 360 160

３．その他の関係会
社有価証券

 ※３ 63,397 48,202 71,794

４．出資金 67 106 96

５．敷金保証金 228 373 324

６．関係会社長期貸
付金

1,203 ― ―

７．繰延税金資産 39 87 52

８．その他 2 1 3

投資その他の資産
合計

67,032 51,328 74,301

固定資産合計 67,181 61.4 51,496 43.0 △15,684 74,446 47.8

資産合計 109,459 100.0 119,788 100.0 10,328 155,816 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 ※3,4 75,525 48,722 96,843

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※3,4 7,200 11,380 ―

３．未払金 223 111 944

４．未払法人税等 844 1,905 2,513

５．賞与引当金 369 694 ―

６．修繕引当金 ― 402 487

７．役員賞与引当金 ― 187 250

８．預り敷金保証金 888 971 1,777

９．その他 ※５ 632 1,412 253

流動負債合計 85,683 78.3 65,787 54.9 △19,895 103,069 66.1

Ⅱ　固定負債

１．社債  ― 4,600 ― ―

２．長期借入金 ※3,4 6,750 12,434 19,490 19,490

３．長期インセンティ
ブ引当金

97 215 129 129

固定負債合計 6,847 6.3 17,249 14.4 10,401 19,619 12.6

負債合計 92,530 84.5 83,036 69.3 △9,493 122,689 78.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,469 4.1 ― ― ― 11,408 7.3

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 6,427 ― 13,659

資本剰余金合計 6,427 5.9 ― ― ― 13,659 8.8

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 27 ― 27

２．第３四半期（当
期）未処分利益

6,002 ― 8,029

利益剰余金合計 6,029 5.5 ― ― ― 8,056 5.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2 0.0 ― ― ― 2 0.0

資本合計 16,928 15.5 ― ― ― 33,127 21.3

負債資本合計 109,459 100.0 ― ― ― 155,816 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

1. 資本金 ― ― 11,408 9.5 ― ― ―

  ２. 資本剰余金  

(1)資本準備金 ― 13,659  ―

資本剰余金合計 ― ― 13,659 11.4 ― ― ―

  ３. 利益剰余金  

  (1)利益準備金 ― 27  ―

  (2)その他利益
　　　剰余金

    

    繰越利益剰余金 ― 11,652  ―

利益剰余金合計 ― ― 11,679 9.8 ― ― ―

株主資本合計 ― ― 36,746 30.7 ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等  

  １.その他有価証券
     評価差額金

― ― 4 0.0 ― ― ―

  評価・換算差額等合計 ― ― 4 0.0 ― ― ―

純資産合計 ― ― 36,751 30.7 ― ― ―

負債純資産合計 ― ― 119,788 100.0 ― ― ―
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②　四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

対前第３四
半期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,083 100.0 18,059 100.0 4,976 30,002 100.0

Ⅱ　売上原価 5,557 42.5 5,485 30.4 △71 16,489 55.0

売上総利益 7,525 57.5 12,573 69.6 5,048 13,513 45.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

2,520 19.3 3,912 21.6 1,391 4,168 13.9

営業利益 5,004 38.2 8,661 48.0 3,656 9,344 31.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 33 0.3 3 0.0 △30 63 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 472 3.6 1,393 7.7 920 1,205 4.0

経常利益 4,565 34.9 7,271 40.3 2,706 8,202 27.3

Ⅵ　特別損失 ※３ 3 0.0 ― ― △3 3 0.0

税引前第３四半期
（当期）純利益

4,561 34.9 7,271 40.3 2,710 8,198 27.3

法人税、住民税及
び事業税

1,957 3,817  3,568

法人税等調整額 △94 1,862 14.2 △603 3,213 17.8 1,351 △95 3,472 11.6

第３四半期（当
期）純利益

2,699 20.6 4,057 22.5 1,358 4,726 15.7

前期繰越利益 3,303   3,303

第３四半期（当
期）未処分利益

6,002   8,029

 

③　四半期株主資本等変動計算書

  当第３四半期会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年12月31日）               　      

 

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本

合計

その他有価証

券評価差額金
資本準備金 利益準備金

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3月31日残高

（百万円）
11,408 13,659 27 8,029 8,056 33,124 2 33,127

当第３四半期中の変動額         

剰余金の配当（注） ― ― ― △435 △435 △435 ― △435

当期純利益 ― ― ― 4,057 4,057 4,057 ― 4,057

 株主資本以外の項目の

 当期変動額（純額）
― ― ― ― ― ― 1 1

 当第３四半期中の変動額

 合計（百万円）
― ― ― 3,622 3,622 3,622 1 3,624

 平成18年12月31日残高

（百万円）
11,408 13,659 27 11,652 11,679 36,746 4 36,751

         

 　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四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。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 　　　同左

 

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四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。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 同左

 

 その他有価証券

時価のあるもの

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

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、当社が出資す

る匿名組合の損益のうち当社に

帰属する持分相当損益について

は、「売上高」に計上するとと

もに「投資有価証券」又は、

「その他の関係会社有価証券」

を加減する処理を行っておりま

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及び投

資事業有限責任組合出資金は個

別法によっており、損益のうち

当社に帰属する持分相当損益に

ついては、「売上高」に計上す

るとともに「投資有価証券」又

は、「その他の関係会社有価証

券」を加減する処理を行ってお

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、当社が出資す

る匿名組合の損益のうち当社に

帰属する持分相当損益について

は、「売上高」に計上するとと

もに「投資有価証券」又は、

「その他の関係会社有価証券」

を加減する処理を行っておりま

す。 

(2）たな卸資産

販売用不動産

　個別法による原価法を採用して

おります。

(2）たな卸資産

販売用不動産

  同左

 

 　

(2）たな卸資産

販売用不動産

　同左

２．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。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　　　　　４年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　８～22年

器具備品　　３～20年

船舶　　　　　　４年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

  ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く。）は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りです。

 建物　　　　８～22年

 器具備品　　３～20年

 船舶　　　　　　４年

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

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、自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当第３四

半期会計期間の繰入額はありませ

ん。

(1）貸倒引当金

　同左

(1）貸倒引当金

　営業債権等の貸倒損失に備える

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。なお、当事業年

度の繰入額はありません。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額の

当第３四半期会計期間負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

　従業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

基づき当第３四半期会計期間負担

額を計上しております。

(2）       ─────

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき第３四半

期会計期間末の要支給額を計上し

ております。

 (4)        ─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5)       ─────

 

(3）長期インセンティブ引当金

  長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当第３四

半期会計期間末の要支給額を計上

しております。  

 (4) 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

づく当第３四半期会計期間に負担

すべき費用を計上しておりま

す。  

 　(追加情報)

　従来、役員賞与は利益処分にて

計上しておりましたが、前会計年

度の下期において、支給見込額を

役員賞与引当金として計上する方

法に変更いたしました。なお、前

第３四半期会計期間は、変更後の

方式によった場合に比べ、営業利

益、経常利益及び税引前第３四半

期純利益は183百万円多く計上さ

れております。

 

 (5) 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当第３四

半期会計期間に負担すべき費用を

引当金として計上しております。

(3）長期インセンティブ引当金

　長期インセンティブの支出に充

てるため、内規に基づき当事業年

度末の要支給額を計上しておりま

す。

 (4) 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

を計上しております。

 （追加情報）

  当事業年度より、「役員賞与の

会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会実務対応報

告第13号　平成16年３月19日）

に基づき、役員賞与の支給見込額

を役員賞与引当金として計上して

おります。

  これにより、当事業年度におい

て販売費及び一般管理費が250百

万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ同額少なく計上されております。

 (5) 修繕引当金

  当社が保有する不動産に係る大

規模修繕の支出のうち、当事業年

度に負担すべき費用を引当金とし

て計上しております。

（追加情報）

　当事業年度に取得した不動産に

おける大規模修繕工事計画に基づ

き、費用計上見込額を修繕引当金

として計上しております。

　これにより、当事業年度におい

て販売費及び一般管理費が487百

万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ同額少なく計上されております。

４．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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．その他四半期財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

　当社が組成するファンドヘ譲渡

した販売用不動産のうち、保有期

間が短期的な不動産については、

売却損益を純額で売上高に計上し

ております。

(1）消費税等の会計処理

   同左

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

  同左

(1）消費税等の会計処理

      同左

(2）当社が組成するファンドへ譲渡

した不動産についての会計処理

 同左

(3）       ──────

 

 

(3）　　　──────

　

 

(3）新株発行費の処理

　支出時に全額費用として計上し

ております。

(4)　　　　──────

 

 

(4) 株式交付費の処理

  支出時に全額費用として計上し

ております。

 （表示方法の変更）

 　当第３四半期会計会計期間よ

り「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委

員会　平成18年8月11日　実務対

応報告第19号）を適用しておりま

す。

 　これにより、前第３四半期会

計期間まで新株の発行にかかる費

用は「新株発行費」としておりま

したが、当第３四半期会計期間よ

り「株式交付費」として表示して

おります。

(4)　　　　──────

 

(5)　　　　────── 

 

 

(5) 社債発行費

 　支出時に全額費用として計上

しております。

 

 

(5)　　　　──────
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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３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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（「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）が当第３四半期会計期間から同会計基

準及び同適用指針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））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。

 

 

　             ─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当第３四半期会計期間より、「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）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」（企業会計基準適用指針　第８号

　平成17年12月９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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

36,751百万円であります。　

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第３四半期会計期間における「貸借対照表」の

「純資産の部」については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。

 

　             ─────

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 　　　　　　　　　　　───────

 

 

 （四半期損益計算書）

 　　当第３四半期会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面

　の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実務対応報

　告第19号）を適用しております。

　　 これにより、前第３四半期会計期間まで新株の発行にかかる費

　用は「新株発行費」として表示しておりましたが、当第３四半期会

　計期間より「株式交付費」として表示しております。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
平成17年12月31日

当第３四半期会計期間末
平成18年12月31日

前事業年度
平成18年３月31日

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,400百万円までの追加出資

を行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,000百万円までの追加出資

を行います。

※１　匿名組合出資

　（有）グローバル・リート・パートナー

ズC号に対して、今後の事業計画に応じて

当社が新たに2,400百万円までの追加出資

を行います。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

28百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

58百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

37百万円 

※３　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。

たな卸資産　　　　　26,749百万円

※３　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。

たな卸資産　　　    43,004百万円

※３　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。

販売用不動産　　　　61,871百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,180百万円

一年以内返済予定

長期借入金
7,200百万円

長期借入金 6,750百万円

 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金53,445百万円の担保に供し

　　ています。

 　　 当該非連結子会社に対する資産

 　　　その他の関係会社有価証券

 　　　　　　　　　　　　　　62,575百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 10,156百万円

一年以内返済予定

長期借入金
11,540百万円

長期借入金 10,700百万円

 

 　　

 　　　

 　　　　　　　　　　　　　

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 30,798百万円

長期借入金 19,490百万円

 

 
 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金57,145百万円の担保に供し

　　ています。

 　　 当該子会社に対する資産

 　　　その他の関係会社有価証券

 　　　　　　　　　　　　　　69,072百万円

※４　当社は、取引銀行との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当期第３四半期会

計期間末の借入実行残高は次のとおりであ

ります。

※４　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結して

おり、当該契約に基づく当期第３四半期会

計期間末の借入実行残高は次のとおりであ

ります。

※４　当社は、金融機関との間に当座貸越契約

及びコミットメントライン契約等を締結し

ており、当該契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

100,800百万円

借入実行残高 18,855百万円

差引額 81,945百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

134,900百万円

借入実行残高 33,242百万円

差引額 101,658百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

130,800百万円

借入実行残高 15,863百万円

差引額 114,937百万円

※５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※５　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※５　　　　　　　─────
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　　      30百万円

雑収入　　　　　　         2百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

 受取利息　　　　　　　　　2百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　　　　 　60百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　 283百万円

上場費用　　　　　　　 　117百万円

新株発行費　　　　　　　　52百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　   1,054百万円

支払手数料　　　　     　230百万円

社債発行費　　　　　 　　 83百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　    533百万円

支払手数料　　　　　　 　 426百万円

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

※３　　　　　　─────

 

※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円

建物 2百万円

器具備品 0百万円

計 2百万円

事務所移転費用 1百万円 事務所移転費用 1百万円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　  18百万円

無形固定資産　　　　　　　 2百万円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　21百万円

無形固定資産　　　　　　 　2百万円

※４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　26百万円

無形固定資産　　　　　　 　2百万円
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

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

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

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第３四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 62 24 37

ソフト
ウェア

6 1 5

合計 68 25 42

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

第３四半期
末残高相当
額
（百万円）

器具備品 85 43 41

ソフト
ウェア

39 6 32

合計 124 50 74

取得価額相
当額
 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
 
（百万円）

期末残高相
当額
 
（百万円）

器具備品 76 28 47

ソフト
ウェア

13 1 11

合計 90 30 59

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 21百万円

１年超 22百万円

合計 43百万円

１年内 35百万円

１年超 40百万円

合計 75百万円

１年内 27百万円

１年超 33百万円

合計 60百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

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 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 24百万円

支払利息相当額 1百万円

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 21百万円

支払利息相当額 1百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

　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。

     同左       同左

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額と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。

     同左       同左

（有価証券）

　前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

　で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 127,764円83銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
21,047円16銭

１株当たり純資産額 50,691円80銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
5,597円08銭

１株当たり純資産額 228,462円27銭

１株当たり当期純利益金額 35,935円68銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　　当社は、平成17年９月９日付で株式１株に

つき５株とする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

た場合の前第３四半期会計期間および前事業年

度における１株当たり情報は、以下のとおりと

なります。

 前第３四半期会計

期間
前事業年度

1株当たり純資産額

28,390円24銭 

1株当たり純資産額

30,331円06銭 

1株当たり第３四半期

純利益金額

23,240円75銭

 1株当たり当期純利

益金額

25,070円16銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

（追加情報）　

　平成17年12月26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

発行する予定であります。

(1）平成18年4月1日をもって普通株式１株につ

き５株に分割します。

①　分割により増加する株式数

普通株式　　　　　　　 　580,000株

②　分割方法

　平成18年3月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載された株主の所有株式数

を、１株につき５株の割合をもって分割し

ます。

(2）配当起算日

平成18年４月１日

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　　当社は、平成18年４月１日付で株式１株に

つき５株とする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

た場合の前第３四半期会計期間及び前事業年度

における１株当たりの情報は、以下のとおりと

なります。

 前第３四半期会計

期間
前事業年度

1株当たり純資産額

25,552円96銭 

1株当たり純資産額

45,692円45銭 

1株当たり第３四半期

純利益金額

4,209円43銭

 1株当たり当期純利

益金額

7,187円13銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり四半期

純利益については、

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　当社は、平成17年９月９日付で株式１株につ

き５株とする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株当たりの情報は、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 30,331円06銭

１株当たり当期純利益 25,070円16銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり第３四半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３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第３四半期純利益（百万円） 2,699 4,057 4,726

普通株主に帰属しない金額（百万円） －  －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る第３四半期純利益

（百万円）
2,699 4,057 4,726

期中平均株式数（株） 128,236 725,000 131,513
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．平成17年12月26日開催の取締役会決議に基

づき、下記のとおり新株式を発行しておりま

す。

　この結果、平成18年１月26日付で資本金は

11,408百万円、発行済株式総数は145,000株

となっております。

(1)　公募による新株式発行（一般募集）

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　8,500株

③　発行価格 ：１株につき1,183,400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1,110,200円

　この価額は当社が引受人により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1,110,200円

（資本組入額555,100

円）

⑥　発行価額の

　　総額
：9,436百万円

⑦　払込金額の

　　総額
：9,436百万円

⑧　資本組入額の

総額
：4,718百万円

⑨　払込期日 ：平成18年１月25日

⑩　配当起算日 ：平成17年10月１日

⑪　資金の使途 ：不動産開発事業に係る販

売用不動産の購入資金及

び当社グループが組成す

るファンドの物件購入資

金の繋ぎ資金に充当する

予定であります。これら

の資金の充当時期までは、

安全性の高い金融商品に

て運用していく計画であ

ります。

(2)　第三者割当による新株式発行

①　割当先 ：日興コーディアル・ホー

ルディングス・リミテッ

ド東京支店

②　発行する株式

の種類及び数
：普通株式　4,000株

③　発行価格 ：１株につき1,183,400円

④　発行価額 ：１株につき1,110,200円

（資本組入額555,100

円）

⑤　発行価額の総

額
：4,440百万円

⑥　払込金額の総

額
：4,733百万円

─────

 

　　　　　　　──────
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前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

⑦　資本組入額の

総額
：2,220百万円

⑧　払込期日 ：平成18年１月25日

⑨　配当起算日 ：平成17年10月１日

⑩　資金の使途 ：不動産開発事業に係る販

売用不動産の購入資金及

び当社グループが組成す

るファンドの物件購入資

金の繋ぎ資金に充当する

予定であります。これら

の資金の充当時期までは、

安全性の高い金融商品に

て運用していく計画であ

ります。

 　　　　　　　─────── ────── ２．株式の分割について

　平成18年4月1日付で株式1株につき5株とす

る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

前事業年度および当事業年度における1株当

たりの純資産額および当期純利益額は、以下

のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 1株当たり純資産額  1株当たり純資産額

 6,066円 21銭  45,692円 45銭

 1株当たり純利益額  1株当たり純利益額

 5,014円 03銭  7,187円 13銭

 なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が

存在しないため記載し

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に

ついては、潜在株式が

存在しないため記載し

ておりません。
 

－ 42 －


