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１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第１四半期 14,857 387.6 6,605 318.5 4,772 279.8 2,845 392.4

19年３月期第１四半期 3,047 △48.2 1,578 △18.6 1,256 △27.4 577 △43.4

19年３月期 44,439 41.2 14,929 61.7 11,645 44.9 6,221 34.4

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

20年３月期第１四半期 3,924 40 － －

19年３月期第１四半期 797 02 － －

19年３月期 8,580 73 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 440,703 41,079 9.3 56,618 64

19年３月期第１四半期 168,048 33,182 19.7 45,753 94

19年３月期 246,047 38,228 15.5 52,694 50

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 △161,315 △444 179,351 37,051

19年３月期第１四半期 △10,228 △40 10,968 11,345

19年３月期 △58,980 △4,433 73,476 19,448

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0.00 850.00 850.00

20年３月期（実績） － －

20年３月期（予想） － － 0.00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 21,000 37.1 9,700 51.5 7,200 53.2 4,200 66.2 5,793 10

通期 56,800 27.8 17,800 19.2 12,500 7.3 7,100 14.1 9,793 10

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

 

(2）四半期連結財務諸表の作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

 　　 ①　会計基準等の改正に伴う変更　：　無

 　　 ②　①以外の変更　　　　　　　　：　無

 

(3）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

 

(4）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。

（参考）個別業績の概要

１. 平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

20年３月期第１四半期 12,985 314.5 5,496 191.6 4,826 210.9 2,900 276.1

19年３月期第１四半期 3,132 △46.6 1,884 △2.5 1,552 △10.3 770 △24.5

19年３月期 31,040 3.5 13,764 47.3 11,872 44.7 6,715 42.1

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭 

20年３月期第１四半期 4,000 25 － －

19年３月期第１四半期 1,063 37 － －

19年３月期 9,262 29 － －

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第１四半期 213,627 41,695 19.5 57,511 33

19年３月期第１四半期 161,540 33,462 20.7 46,154 96

19年３月期 141,380 39,413 27.9 54,362 80

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 17,800 22.7 7,900 26.4 6,200 14.3 3,500 17.0 4,827 58

通期 44,200 42.3 15,200 10.4 10,900 △8.1 6,300 △6.1 8,689 65

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の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、実際の実績は今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

１株当たり予想当期純利益は、予定期末発行済株式数725,000株により算出しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  平成20年3月期第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に、景気拡大基調を維持してお

ります。当社グループの事業領域である不動産流動化市場は、国内外からの多様な資金の流入が継続し、金利の上昇な

どによる影響が懸念されるものの規模拡大が続いております。特に、都心部や一部利便性の高い地域におけるオフィス

市況は堅調に推移し、空室率は低位安定しております。

　このような環境の下、当社グループでは、不動産投資顧問事業における安定的な資産運用の実現のための事業物件の

確実な増加と、不動産開発・ソリューション事業における積極的な自社開発物件の展開に取り組んでまいりました。

  その結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績は、売上高14,857百万円（前年同期比387.6%増）、営業利益6,605百

万円（前年同期比318.5%増）、経常利益4,772百万円（前年同期比279.8%増）、当期純利益2,845百万円（前年同期比

392.4%増）となりました。 

 不動産投資顧問事業においては、当社が運営する「シンプレクス・プレリートファンド」の償還に伴う物件売却報酬が

計上されたほか、ファンド等向けの資産として保有する物件の賃貸収入が増加しており、運用資産の着実な増加による

マネジメント報酬の増加を加え、当第１四半期の売上高は6,640百万円（前年同期比128.9%増）、営業利益は5,728百万

円（前年同期比155.1%増）となりました。

 不動産開発・ソリューション事業においては、開発中のプロジェクトの竣工により、前第１四半期には計上の無かった

物件の売却による不動産開発売上が計上されたほか、他の物件においても竣工・開業により賃貸収入が計上され、当第

１四半期の売上高は8,216百万円（前年同期比5,553.7%増）、営業利益は1,524百万円（前年同期は272百万円の営業損

失）と大きく増加いたしました。

事業別の売上の内訳は以下のとおりとなっております。

事業・売上内訳 当第１四半期（百万円） 前第１四半期（百万円）

 不動産投資顧問事業   

 　マネジメント報酬 1,375 1,245

 　物件取得報酬 － 90

 　物件売却報酬 2,821 －

 　賃貸収入 2,339 1,564

 　その他 103 1

 　不動産投資顧問事業　計 6,640 2,901

 不動産開発・ソリューション事業   

 　不動産開発売上 7,127 24

 　賃貸収入 1,027 149

 　その他 61 △27

 　不動産開発・ソリューション事業　計 8,216 145

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期連結会計期間においては、「シンプレクス・プレリートファンド」の償還に伴う運用資産の売却により、

当社が組成予定のファンド等への組入れを前提としたブリッジＳＰＣ等において資産の取得を行ったことなどから、た

な卸資産等が大きく増加しております。当第１四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は440,703百万円と

なり、前連結会計年度末に比べて194,656百万円増加いたしました。資産の取得による借入金の増加等のため、負債は

399,623百万円となり、前連結会計年度末に比べて191,804百万円増加しております。純資産については、当第１四半期

連結会計期間における当期損益2,845百万円等を加え、41,079百万円となっております。

  当第１四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、37,051百万円となりました。

当第１四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１四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161,315百万円となりました。これは主に、税金等

調整前第１四半期純利益4,778百万円などの増加要因があった一方、たな卸資産の増加175,769百万円および法人税等の

支払3,191百万円などが減少要因となったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四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444百万円となりました。これは主に、敷金保証金

の差入280百万円および投資有価証券の取得173百万円などによるものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四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179,351百万円となりました。これは主に、借入金

の増加および配当金の支払などによるものです。

  なお、当社グループの重要な経営指針の一つであります運用資産残高は、当第１四半期連結会計期間末において642,964

百万円となり、順調に推移しております。

 

３．業績予想に関する定性的情報

  今後の不動産市況は、現在の活況な市況環境が継続することが期待されています。このような状況において当グルー

プといたしましては、継続した運用資産残高の増加を目標とし、着実に運用資産残高の増加を図っております。

このことより、業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点におきましては連結・個別とも前回

公表の中間及び通期の業績予想に変更はありません。

 

４．その他

 　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 11,345 37,051  19,448

２．営業未収入金 1,368 1,738  1,619

３．たな卸資産 ※３ 149,402 388,836  213,067

４．繰延税金資産 ― 2  470

５．前渡金 1,332 1,594  1,188

６．その他 ※５ 144 1,610  805

流動資産合計 163,593 97.3 430,833 97.8 267,240 236,598 96.2

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 ※２ 81 94  97

２．器具備品 ※２ 29 30  33

３．運搬具 ※２ 19 12  12

４．建設仮勘定  ― 6  6

有形固定資産合計 131 0.1 143 0.0 12 149 0.0

(2）無形固定資産 12 0.0 23 0.0 11 24 0.0

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 3,754 8,746  8,601

２．出資金 96 136  112

３．敷金保証金 358 716  473

４．繰延税金資産 61 95  80

５．その他 40 7  8

投資その他の資産
合計

4,311 2.6 9,702 2.2 5,391 9,275 3.8

固定資産合計 4,454 2.7 9,869 2.2 5,414 9,448 3.8

資産合計 168,048 100.0 440,703 100.0 272,654 246,047 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 ※3,4 102,525 267,511  138,109

２．一年内返済予定
　　長期借入金

※３ 3,200 17,280  20,480

３．未払金 973 2,791  3,066

４．未払法人税等 120 1,566  3,374

５．繰延税金負債 185 56  －

６．賞与引当金 178 255  －

７．役員賞与引当金 ― 60  241

８．修繕引当金 222 －  －

９．預り敷金保証金 4,910 19,668  8,785

10．その他 ※５ 824 5,053  1,907

流動負債合計 113,140 67.4 314,242 71.3 201,101 175,964 71.5

Ⅱ　固定負債  

１．社債  ― 4,600  4,600

２．長期借入金 ※３ 21,228 80,289  26,789

３．長期インセンティ
ブ引当金

148 240  209

４．匿名組合出資
　　預り金 

348 228  233

５. 退職給付引当金 － 21  21

６. その他 － 1  1

固定負債合計 21,724 12.9 85,380 19.4 63,655 31,854 13.0

負債合計 134,865 80.3 399,623 90.7 264,757 207,819 84.5

 

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 11,408 6.8 11,408 2.6 － 11,408 4.6

２．資本剰余金 13,659 8.1 13,659 3.1 － 13,659 5.6

３．利益剰余金 8,101 4.8 15,973 3.6 7,871 13,128 5.3

  株主資本合計 33,169 19.7 41,040 9.3 7,871 38,195 15.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

2 0.0 7 0.0 5 8 0.0

 　 評価・換算差額等
　　合計

2 0.0 7 0.0 5 8 0.0

Ⅲ　少数株主持分 10 0.0 31 0.0 20 25 0.0

 　 純資産合計 33,182 19.7 41,079 9.3 7,897 38,228 15.5

 　 負債純資産合計 168,048 100.0 440,703 100.0 272,654 246,047 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

対前第１四
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18年４月１日
至　平成19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 3,047 100.0 14,857 100.0 11,809 44,439 100.0

Ⅱ　売上原価 3 0.1 5,905 39.8 5,901 21,401 48.2

売上総利益 3,043 99.9 8,951 60.2 5,907 23,037 51.8

Ⅲ　販売費及び一般
　　管理費

※１ 1,465 48.1 2,345 15.8 880 8,107 18.2

営業利益 1,578 51.8 6,605 44.4 5,027 14,929 33.6

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 0 2  17

２．受取配当金 0 0  0

３．持分法による
　　投資利益 

10 16  3

４．消費税等還付
　　差益 

― 10  67

５．その他 4 14 0.5 0 30 0.2 15 4 93 0.2

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 318 1,040  2,180

２．支払手数料 10 821  1,104

３．新株発行費 7 ―  ―

４．株式交付費 ― ―  7

５．社債発行費 ― ―  83

６．その他 0 336 11.0 0 1,863 12.5 1,526 3 3,378 7.6

経常利益 1,256 41.3 4,772 32.1 3,516 11,645 26.2

匿名組合損益分配前税金
等調整前当期純利益

 1,256 41.3  4,772 32.1 3,516  11,645 26.2

匿名組合損益分配額  ― ―  5 0.0 5  △452 △1.0

税金等調整前
第１四半期（当
期）純利益

1,256 41.3 4,778 32.1 3,521 11,192 25.2

法人税、住民税
及び事業税

280 1,423  5,252

法人税等調整額 398 678 22.3 509 1,932 13.0 1,253 △280 4,971 11.2

少数株主利益 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0

第１四半期（当
期）純利益

577 19.0 2,845 19.1 2,267 6,221 14.0
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30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

第１四半期中の変動額        

当期純利益 ― ― 577 577 ― ― 577

株主資本以外の項目の当期

変動額（純額）
― ― ― ― △0 2 1

 第１四半期中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
― ― 577 577 △0 2 579

 平成18年6月30日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 8,101 33,169 2 10 33,182

        

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30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19年3月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 13,128 38,195 8 25 38,228

第１四半期中の変動額        

第１四半期純利益 ― ― 2,845 2,845 ― ― 2,845

 株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額

 （純額）

― ― ― ― △1 6 4

 第１四半期中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
― ― 2,845 2,845 △1 6 2,850

 平成19年6月30日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 15,973 41,040 7 31 41,079

        

（参考）前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3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

連結会計年度中の変動額        

 　剰余金の配当（注） ― ― △616 △616 ― ― △616

当期純利益 ― ― 6,221 6,221 ― ― 6,221

   株主資本以外の項目の連結

　 会計年度中の変動額

  （純額）

― ― ― ― 5 16 22

 連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
― ― 5,604 5,604 5 16 5,626

 平成19年3月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
11,408 13,659 13,128 38,195 8 25 38,228

        

 　　（注）繰上方式による平成19年３月期における配当金であります。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

対前第１四
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18年４月１日
至　平成19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１四
　　半期（当期）純利益

1,256 4,778  11,192

　　減価償却費 9 9  37

　　持分法による投資利益 ― △16  △3

 　 匿名組合損益分配額 ― △5  452

    賞与引当金の増加額 178 255  ―

    長期インセンティブ
    引当金の増加額

17 31  78

    受取利息及び受取
    配当金

△0 △2  △18

    支払利息 318 1,040  2,180

    営業未収入金の増加額 △195 △119  △446

    たな卸資産の増加額 △8,710 △175,769  △72,325

    前渡金の増減額 △43 △406  101

    立替金の増加額 △17 △87  △8

    未払金の増減額 △439 80  1,472

    預り敷金保証金の
    増加額

166 10,883  3,069

    役員賞与引当金の
　　減少額

△250 △180  △9

    修繕引当金の減少額 △264 ―  △487

    その他 603 2,104  2,196

     小計 △7,369 △157,404 △150,034 △52,516

    利息及び配当金の
    受取額

0 2  18

    利息の支払額 △330 △722  △2,105

    法人税等の支払額 △2,529 △3,191  △4,376

  営業活動による
  キャッシュ・フロー

△10,228 △161,315 △151,086 △58,980
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

対前第１四
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18年４月１日
至　平成19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

△3 △1  △46

    無形固定資産の取得に

    よる支出
― △0  △14

    投資有価証券の取得に

    よる支出
△1 △173  △5,191

    出資金の払込による

    支出
― △24  △16

    連結の範囲の変更を伴

    う子会社株式の取得に

    よる収入

※2 ― ―  953

    敷金保証金の差入に

    よる支出
△0 △280  △140

 　 敷金保証金の回収によ

    る収入
― 37  24

    その他 △34 △1  △2

  投資活動による
  キャッシュ・フロー

△40 △444 △404 △4,433

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 5,682 129,402  41,266

    長期借入れによる収入 4,938 53,500  38,379

    長期借入金の返済に
    よる支出

― △3,200  △10,600

    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

348 ―  719

 　 配当金の支払額 ― △355  △435

 　 その他 ― 5  △452

  財務活動による
  キャッシュ・フロー

10,968 179,351 168,383 73,476

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

699 17,591 16,891 10,063

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び
   現金同等物の増加額

― 12 12 24

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び
   現金同等物の減少額

― ― ― △1,285

Ⅷ 現金及び現金同等物の
   期首残高

10,646 19,448 8,801 10,646

Ⅸ 現金及び現金同等物の
   第１四半期末（期末）
   残高

※1 11,345 37,051 25,705 19,448
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　７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

㈲グローバル・リート・パー

トナーズF号は、当連結第１四

半期会計期間中に新規に当社グ

ループの自己勘定による不動産

開発事業を開始したため、連結

の範囲に含めております。

１．連結子会社の数　18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

㈱エスアイエイ・ソリューショ

ンズ

㈲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

㈲エスアイエイゴールド10号

㈲和田倉地所

㈲仲通不動産

合同会社東京駅前クラブ

合同会社大手前地所

合同会社ダブルブリッジ

合同会社新丸不動産

合同会社東京駅前クラブ、合

同会社大手前地所、合同会社ダ

ブルブリッジ、合同会社新丸不

動産は当第１四半期連結会計期

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。　

 

１．連結子会社の数　14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

㈱エスアイエイ・ソリューショ

ンズ

㈲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

㈲エスアイエイゴールド10号

㈲和田倉地所

㈲仲通不動産

　㈱エスアイエイ・ソリューショ

ンズは当連結会計年度中に設立し

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、㈲エスアイ

エイゴールド10号、㈲和田倉地所、

㈲仲通不動産は当連結会計年度中

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、それぞれ連結の範囲に含めて

おります。

　㈲エスアイエイウインド1号、

㈲グローバル・リート・パート

ナーズF号は、当連結会計年度中

に当社の匿名組合出資に基づき物

件を取得し当社が運営を開始

しましたが、同じく当連結会計年

度中に物件を売却したため、連結

決算日の連結対象子会社から除外

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　１社

非連結子会社の名称

  ㈲エスアイエイウインド1 号

 （連結の範囲から除いた理由）

  ㈲エスアイエイウインド1号は、

連結財務諸表に与える影響が少な

いことから、連結の範囲から除外

しております。

２．非連結子会社　２社

非連結子会社の名称

  ㈲エスアイエイウインド1 

号、

　㈲グローバル・リート・パート

ナーズF号

 （連結の範囲から除いた理由）

  ㈲エスアイエイウインド1号お

よび㈲グローバル・リート・パー

トナーズF号は、連結財務諸表に

与える影響が少なくなったことか

ら、連結決算日の連結対象子会社

から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

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

 　　 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

２．持分法適用の非連結子会社

　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

２．持分法適用の非連結子会社

　 同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

部は、重要性に乏しいため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。

 ３. 主要な持分法を適用しない関連

　　会社

  ㈱ＢＳプロパティマネジメン

トは、重要性に乏しいため、持

分法の適用範囲から除外してお

ります。

 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。

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号な

ど６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。

  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、㈲エスアイエイウイ

ンド2号など２社の決算日は1

月31日、㈲和田倉地所の決算

日は11月30日、㈲エスアイエ

イゴールド10号の決算日は5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７社の決算日は12月

31日、㈲エスアイエイウイン

ド2号など２社の決算日は1月

31日、㈲和田倉地所の決算日

は11月30日、㈲エスアイエイ

ゴールド10号の決算日は5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

　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

その他有価証券

時価のあるもの

　四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

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

　個別法を採用しております。

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

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準　第９号　平

成18年７月５日）を早期適用して

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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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、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

　　同左

　

　

 

 

 

１．有形固定資産

　　同左

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

　　同左

(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１四

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１四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１四

半期連結会計期間末の要支給額を

計上しております。

３．長期インセンティブ引当金

　　同左

 

 

 

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。

 ４. 役員賞与引当金

 　　  同左

 ４．役員賞与引当金

 　 同左

 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１四

半期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。

 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。

　なお、当連結会計年度末におけ

る残高はありません。

 ６．　　　──────

 

 ６．退職給付引当金

  一部の連結子会社について、従

業員の退職給付に備えるために、

当第１四半期連結会計期間末にお

ける自己都合要支給額を計上して

おります。

 ６．退職給付引当金

  一部の連結子会社について、従

業員の退職給付に備えるために、

当期末における自己都合要支給額

を計上しております。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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）重要なヘッジ会計の方

法

　　　　　────── １. ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているので、特例

処理を採用しております。

２. ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：金利スワップ

  ヘッジ対象：借入金金利

３. ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを低減

する目的で、金利スワップ取引を

行っております。

４. ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについて特例処理

の要件を満たしているので、ヘッ

ジ有効性評価を省略しております。

　　　　　──────

(6）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

　原則として税抜方式によってお

りますが、一部の連結子会社にお

いて税込方式を採用しております。

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

　　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．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。

３．　　　──────

　

３．　　　──────

 

４.　　　──────

 

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）

  当連結会計年度より「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、前連結会計年度ま

での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、当連結会計年度より「株式交

付費」として表示しております。

５.　　　──────

 

５.　　　 ──────

 

５.社債発行費の処理

  支出時の全額費用として計上し

ております。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６.　　  ──────

 

６.匿名組合出資預り金の会計処理

 当社連結子会社が営業者となる

匿名組合において、外部の匿名組

合出資者から受け入れた出資金は、

「匿名組合出資預り金」に計上し

ております。損益計上した外部出

資者の持分相当額については税金

等調整前第一四半期純利益の直前

の「匿名組合損益分配額」に計上

するとともに、「匿名組合出資預

り金」を加減しております。

６.匿名組合出資預り金の会計処理

　当社連結子会社が営業者となる

匿名組合において、外部の匿名組

合出資者から受け入れた出資金は、

「匿名組合出資預り金」に計上し

ております。損益計上した外部出

資者の持分相当額については税金

等調整前当期純利益の直前の「匿

名組合損益分配額」に計上すると

ともに、「匿名組合出資預り金」

を加減しております。

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１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準　第

９号　平成18年７月５日）を早期適用しており

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１四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、

33,171百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第１四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。

　

 　　　　　　 ──────

 （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関す

　

 る会計基準）

　 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

 産の部の表示に関する会計基準（企業会計基

 準第５号　平成17年12月９日）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、38,203百万円であります。

　 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「連結貸借対照表」の

 「純資産の部」については、改正後の連結財

 務諸表規則により作成しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する会計基準

等）

　当第１四半期連結会計期間より、「株主資本

等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基

準第６号　平成17年12月27日））及び「株主資

本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針　第９号　平成17年12

月27日）を適用しております。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第１四半期連結会計期間より「連結株主資本

等変動計算書」を作成し、前連結会計年度まで

作成しておりました「連結剰余金計算書」は本

改正により廃止され、当第１四半期連結会計期

間からは作成しておりません。

 

 　　　　　　　──────

 

 　　　　　　 ──────
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（平成19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　　　　　　──────

 

※１　　　　　　──────

　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、44百

万円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、75百

万円であります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、68百

万円であります。

※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　　　   131,377百万円

※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　　　   372,052百万円

※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　　　　  197,868百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

　短期借入金 88,025百万円

　一年内返済予定

　長期借入金
3,200百万円

　長期借入金 21,068百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

　短期借入金 218,725百万円

　一年内返済予定

　長期借入金
17,280百万円

　長期借入金 77,289百万円

　担保付債務は、次のとおりであります。

　短期借入金 102,775百万円

　一年内返済予定

　長期借入金
20,480百万円

　長期借入金 26,789百万円

※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第１四半期連

結会計期間末の借入実行残高は次のとおり

であります。

 

※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第１四半期連

結会計期間末の借入実行残高は次のとおり

であります。

※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 

130,800百万円

借入実行残高 21,975百万円

差引額 108,825百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

104,900百万円

借入実行残高 36,850百万円

差引額 68,050百万円

当座貸越契約及び

コミットメントラ

イン契約の総額

104,900百万円

借入実行残高 26,330百万円

差引額 78,570百万円

※５　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、流動負債の「その他」に含めて表示

しております。

※５　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。

 ※５　          ─────
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 162百万円

支払手数料 35百万円

租税公課 222百万円

業務委託費 346百万円

賞与引当金繰入額 178百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
17百万円

修繕引当金繰入額 42百万円

給与及び賞与 217百万円

業務委託費 319百万円

租税公課 442百万円

役員賞与引当金

繰入額
60百万円

賞与引当金繰入額 255百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
31百万円

  

媒介手数料 406百万円

給与及び賞与 1,239百万円

長期インセンティブ引

当金繰入額
81百万円

役員賞与引当金

繰入額
241百万円

支払手数料  872百万円

租税公課 848百万円

業務委託費 1,733百万円

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間　（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30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１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数（株）

当第１四半期連結会計

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）

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 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１四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１四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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当第１四半期連結会計期間　（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30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１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 725,000 ― ― 725,000

 　　　　合計 725,000 ― ― 725,000

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

 　　　　合計 ― ― ― ―

 

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）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年６月21日定時株主総会 普通株式 616 850  平成19年３月31日 平成19年６月22日

(2)基準日が当第１四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１四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。

（参考）前連結会計年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　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）

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 3,000  平成18年３月31日 平成18年６月14日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

  次のとおり、決議しております。

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19年６月21日

 定時株主総会
普通株式 616  利益剰余金 850  平成19年３月31日 平成19年６月22日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高

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

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高

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

※１ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残

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18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成19年３月31日現在）

　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

（11,345百万円）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１四半期末残高

（37,051百万円）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（19,448百

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。

 

※２　　　　　────── ※２　　　　　────── ※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

　 株式の取得により新たに株式会社八甲田

ビューカントリークラブを連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と取得による収入（純額）との

関係は次のとおりです。

 

流動資産 1,053百万円

固定資産 －百万円

流動負債 △1,031百万円

固定負債 △22百万円

同社株式取得価額 0百万円

現金及び現金同等物   953百万円 

　　差引：同社株式

　　取得による収入
953百万円 
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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１四半期末残高相当額

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１四半期末残高相当額

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１四半期
末残高
相当額

（百万円）

器具備品 88 35 53

ソフト
ウェア

15 3 11

合計 104 38 65

取得価額
相当額

 
（百万円）

減価償却累
計額相当額

 
（百万円）

第１四半期
末残高
相当額

（百万円）

器具備品 90 44 46

ソフト
ウェア

41 13 27

合計 132 58 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 92 50 42

ソフト
ウェア

40 10 29

合計 133 61 71

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 31百万円

１年超 34百万円

合計 66百万円

１年内 39百万円

１年超 35百万円

合計 75百万円

１年内 37百万円

１年超 35百万円

合計 73百万円

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 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 38百万円

減価償却費相当額 37百万円

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１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

（参考）前連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（百万円）

第１四半
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１四半
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 0 0 △0

(2）債券

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― － － －

②　社債 ― ― ― ― ― ― － － －

③　その他 ― ― ― ― ― ― － － －

(3）その他 18 21 3 22 35 12 22 37 14

合計 19 21 3 22 35 12 22 37 14

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（平成19年３月31日）

第１四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

第１四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 111 145 173

匿名組合出資金 1,710 2,225 2,022

合計 1,821 2,371 2,195

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30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１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　当第１四半期連結会計期間におけるデリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、記載の対象から除い

　ております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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。

    （退職給付関係）

 　　 退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

　　　開示を省略しております。

 

    （ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

 　　 該当事項はありません。

 　　 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　　 該当事項はありません。
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(6）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30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
2,901 145 3,047 ― 3,047

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 2,901 145 3,047 ― 3,047

営業費用 655 417 1,073 395 1,469

営業利益 2,245 △272 1,973 △395 1,578

当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30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
6,640 8,216 14,857 ― 14,857

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 6,640 8,216 14,857 ― 14,857

営業費用 911 6,692 7,604 647 8,251

営業利益 5,728 1,524 7,252 △647 6,605
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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
13,607 30,831 44,439 － 44,439

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 13,607 30,831 44,439 － 44,439

営業費用 3,661 23,813 27,474 2,034 29,509

営業利益 9,945 7,018 16,964 △2,034 14,929

　（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１四半期連結会計
期間

（百万円）

当第１四半期連結会計
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

395 647 2,034
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１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　前第１四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１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　当第１四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18年４月１日　至　平成19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１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）

　前第１四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１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　当第１四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18年４月１日　至　平成19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１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 45,753円94銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
797円02銭

１株当たり純資産額 56,618円64銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
3,924円40銭

１株当たり純資産額 52,694円50銭

１株当たり当期純利益金額 8,580円73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１四半期連結会計期間及び前

連結会計年度における1株あたり情報は、以

下のとおりとなります。

 前第１四半期連結

会計期間
前連結会計年度

1株当たり純資産額

23,020円59銭 

1株当たり純資産額

44,957円78銭 

1株当たり第１四半期

純利益金額

1,707円26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株当たり第１四半

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。

 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 44,957円78銭 

 1株当たり当期純利益 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。

　（注）1.　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第１四半期（当期）純利益（百万円） 577 2,845 6,221

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（百

万円）
577 2,845 6,221

期中平均株式数（株） 725,000 725,000 725,000

 （注）２.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 33,182 41,079 38,228

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
10 31 25

　（うち少数株主持分） 10 31 25

普通株式に係る第１四半期連結会計期間末（連

結会計年度末）の純資産額（百万円）
33,171 41,048 38,203

１株当たり純資産額の算定に用いられた第１四

半期連結会計期間末（連結会計年度末）の普通

株式の数（株）

725,000 725,000 725,000
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── ───── １. 多額の資金の借入

 　　平成19年６月14日及び平成19年６月15日

　 付けで、以下のとおり資金の借入を行って

 　おります。

（1）目的 不動産信託受益権等の取得

（2）借入先

 

 

 

 

株意会社三井住友銀行、株式

会社新生銀行、オリックス株

式会社、ALICO Japan、株式

会社日興コーディアルトレ

ジャリーズ

（3）借入金額 161,600百万円

（4）借入利率 1.089％～3.763％

（5）返済期日

 

平成19年９月28日～平成22年

６月15日

（6）担保提供

　　 資産

 

取得した不動産信託受益権等

を担保に提供しております。

 

 　　　　　　　───────

 

 

────── ２. 匿名組合出資による子会社化

　平成19年６月15日付匿名組合契約に基づき、

以下の会社に匿名組合出資を行い、連結子会

社の範囲に含めております。

（1）名称及び

　　 規模

 

 

 

 

 

合同会社東京駅前クラブ（出

資金１百万円）、合同会社大

手前地所（出資金３百万

円）、合同会社ダブルブリッ

ジ（出資金１百万円）、合同

会社新丸不動産（出資金2百

万円）

（2）目的

 

不動産信託受益権の取得（総

額144,472百万円）

（3）匿名組合

　　 出資の額

50,100百万円

 

（4）資金調達

　　 の方法

自己資金及び借入金
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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 4,867 6,713 7,235

２．営業未収入金 1,368 1,708 1,592

３．たな卸資産 ※３ 75,791 98,528 81,291

４．前渡金  1,332 1,594 1,188

５．繰延税金資産 ― ― 268

６．その他 ※５ 195 1,776 762

流動資産合計 83,555 51.7 110,321 51.7 26,766 92,338 65.3

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※２ 80 91 93

２．器具備品 ※２ 28 28 31

３．船舶 ※２ 19 11 12

４．建設仮勘定  ― 6 6

有形固定資産合計 128 0.1 137 0.0 9 143 0.1

(2）無形固定資産

　１．ソフトウェア 11 10 23

　２．その他 0 13 0

 　 無形固定資産合計 12 0.0 23 0.0 11 23 0.0

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 1,844 2,406 2,199

２．関係会社株式  310 360 360

３．その他の関係会
社有価証券

 ※３ 75,206 99,481 45,702

４．出資金 96 137 112

５．敷金保証金 325 662 420

６．繰延税金資産 61 94 79

７．その他 1 1 1

投資その他の資産
合計

77,844 48.2 103,144 48.3 25,299 48,875 34.6

固定資産合計 77,985 48.3 103,305 48.3 25,320 49,042 34.7

資産合計 161,540 100.0 213,627 100.0 52,086 141,380 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19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 ※3,4 102,525 124,566 57,734

２．一年内返済予定長
期借入金

※３ 3,200 17,280 20,480

３．未払金 936 634 2,355

４．未払法人税等 120 1,558 3,358

５．繰延税金負債 288 256 ―

６．賞与引当金 178 255 ―

７．修繕引当金 222 ― ―

８．役員賞与引当金 ― 60 241

９．預り敷金保証金 1,867 2,560 1,175

10．その他 ※５ 541 1,688 1,082

流動負債合計 109,880 68.0 148,860 69.7 38,979 86,427 61.1

Ⅱ　固定負債

１．社債  ― 4,600 4,600

２．長期借入金 ※３ 18,050 18,234 10,734

３．長期インセンティ
ブ引当金

147 237 206

固定負債合計 18,197 11.3 23,071 10.8 4,873 15,540 11.0

負債合計 128,078 79.3 171,931 80.5 43,853 101,967 72.1

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

1. 資本金 11,408 7.1 11,408 5.3 0 11,408 8.1

  ２. 資本剰余金  

(1)資本準備金 13,659 13,659  13,659

資本剰余金合計 13,659 8.4 13,659 6.4 0 13,659 9.7

  ３. 利益剰余金  

  (1)利益準備金 27 27  27

  (2)その他利益
　　　剰余金

    繰越利益剰余金 8,365 16,593  14,309

利益剰余金合計 8,392 5.2 16,620 7.8 8,228 14,336 10.1

株主資本合計 33,460 20.7 41,688 19.5 8,228 39,404 27.9

Ⅱ　評価・換算差額等  

  １.その他有価証券
     評価差額金

2 0.0 7 0.0 5 8 0.0

  評価・換算差額等合計 2 0.0 7 0.0 5 8 0.0

純資産合計 33,462 20.7 41,695 19.5 8,233 39,413 27.9

負債純資産合計 161,540 100.0 213,627 100.0 52,086 141,380 100.0
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(2）四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

対前第１四
半期比

（参考）前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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 3,132 100.0 12,985 100.0 9,852 31,040 100.0

Ⅱ　売上原価 1 0.1 5,896 45.4 5,894 11,654 37.5

売上総利益 3,130 99.9 7,088 54.6 3,958 19,385 62.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,245 39.8 1,592 12.3 346 5,620 18.1

営業利益 1,884 60.1 5,496 42.3 3,611 13,764 44.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 0 0.0 19 0.1 18 13 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 332 10.6 688 5.3 355 1,906 6.1

経常利益 1,552 49.5 4,826 37.1 3,274 11,872 38.2

税引前第１四半期
（当期）純利益

1,552 49.5 4,826 37.1 3,274 11,872 38.2

法人税、住民税及
び事業税

280 1,415  5,235

法人税等調整額 501 781 24.9 510 1,926 14.8 1,144 △78 5,156 16.6

第１四半期（当
期）純利益

770 24.6 2,900 22.3 2,129 6,715 21.6

 

(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年6月30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

 平成18年3月31日残高（百万円） 11,408 13,659 8,056 33,124 2 33,127

第１四半期中の変動額       

剰余金の配当 ― ― △435 △435 ― △435

当期純利益 ― ― 770 770 ― 770

 株主資本以外の項目の変動額

（純額）
― ― ― ― △0 △0

 第１四半期中の変動額合計（百万円） ― ― 335 335 △0 335

 平成18年6月30日残高（百万円） 11,408 13,659 8,392 33,460 2 33,462

       
 　（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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当第１四半期会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30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19年3月31日残高

（百万円）
11,408 13,659 27 14,309 14,336 39,404 8 39,413

第１四半期中の変動額         

剰余金の配当（注） ― ― ― △616 △616 △616 ― △616

第１四半期純利益 ― ― ― 2,900 2,900 2,900 ― 2,900

 株主資本以外の項目の

第１四半期中の変動額

（純額）

― ― ― ― ― ― △1 △1

 第１四半期中の変動額

 合計（百万円）
― ― ― 2,283 2,283 2,283 △1 2,282

 平成19年6月30日残高

（百万円）
11,408 13,659 27 16,593 16,620 41,688 7 41,695

         

 　（注）平成19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。

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3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

事業年度中の変動額         

剰余金の配当（注） ― ― ― △435 △435 △435 ― △435

当期純利益 ― ― ― 6,715 6,715 6,715 ― 6,715

 株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

― ― ― ― ― ― 5 5

 事業年度中の変動額

 合計（百万円）
― ― ― 6,280 6,280 6,280 5 6,286

 平成19年3月31日残高

（百万円）
11,408 13,659 27 14,309 14,336 39,404 8 39,413

         

 　（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１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

　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

　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

　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（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

　ただし匿名組合出資金及び有

限責任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。

　同左

(2）たな卸資産

販売用不動産

  個別法を採用しております。

 

（追加情報）

 　当第１四半期会計期間より、

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準　第９号　平

成18年７月５日）を早期適用して

おります。これによる損益に与え

る影響はありません。

(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．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、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

　　同左

 

 

 

 

 

(1）有形固定資産

　　同左

  

 

 

 

 

(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

　　同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．繰延資産の処理方法 (1）       ─────

 

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として計上し

ております。

(1）株式交付費

　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）

　当事業年度より「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、前事業年度まで新

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、当事

業年度より「株式交付費」として

表示しております。

(2）       ─────

 

(2）社債発行費

　支出時に全額費用として計上し

ております。

(2）社債発行費

　同左

　

４．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１四

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

当期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、内規に基づき第１四半

期会計期間末の要支給額を計上し

ております。

(3）長期インセンティブ引当金

  同左

(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。  

 (4) 役員賞与引当金

  同左

 (4) 役員賞与引当金

同左

 (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、当期負担

すべき費用を引当金として計上い

たしております。

 (5)    ─────

  

 (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。

　なお、当事業年度末における残

高はありません。

５．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

㈱ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ(8942)　平成 20 年 3 月期　第 1四半期財務・業績の概況

－ 32 －



項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．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) 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。

　　　　　 ──────

 

 　　　　　──────
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

　当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準　第９号

　平成18年７月５日）を早期適用しております。

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１四半期会計期間より、「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。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第１四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。

 　             ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号　平成17年12月９日）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、

39,413百万円であります。　

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における「貸借対照表」の「純資産の部」

については、改正後の財務諸表等規則により作

成しております。

（株主資本等変動計算書に関する会計基準等）

　当第１四半期会計期間より、「株主資本等変

動計算書に関する会計基準」（企業会計基準第

６号　平成17年12月27日））及び「株主資本等

変動計算書に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針　第９号　平成17年12月27

日）を適用しております。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第１四半期会計期間より「株主資本等変動計算

書」を作成し、前会計年度まで作成しておりま

した「剰余金計算書」は本改正により廃止され、

当第１四半期会計期間からは作成しておりませ

ん。

　             ───── 　             ───── 
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
平成18年６月30日

当第１四半期会計期間末
平成19年６月30日

（参考）前事業年度
平成19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　　　　　　　─────

 

※１　　　　　　　─────

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

43百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

72百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

68百万円 

※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　　　    64,072百万円

※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　　　   84,923百万円

※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　　　　68,621百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 30,150百万円

一年内返済予定

長期借入金
3,200百万円

長期借入金 17,890百万円

 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金57,875百万円の担保に供し

　　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

 　　　　　　　　　　　　　　71,101百万円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 32,750百万円

一年内返済予定

長期借入金
17,280百万円

長期借入金 18,234百万円

 　　また、子会社が保有しているたな卸資産

　　を、短期借入金40,000百万円の担保に供し

　　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

 　　　　　　　　　　　　　　43,969百万円　

　　　　　　　　　　　　

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 22,400百万円

一年内返済長期

借入金
20,480百万円

長期借入金 10,734百万円

 　　　　　　　　　　　　　　

※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１四半期会

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１四半期会

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

130,800百万円

借入実行残高 21,975百万円

差引額 108,825百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

104,900百万円

借入実行残高 36,850百万円

差引額 68,050百万円

当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契

約の総額

104,900百万円

借入実行残高 26,330百万円

差引額 78,570百万円

※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

資産の「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１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　　　　　　─────

 

※１　営業外収益のうち主要なもの

 受取利息　　　　　　　　 19百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息　　　　　　　　 　12百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　     315百万円

支払手数料　　　　     　  9百万円

新株発行費　　　　　 　　  7百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　     496百万円

支払手数料　　　　     　175百万円

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　  1,387百万円

支払手数料　　　　　　 　 394百万円

　３　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　 6百万円

無形固定資産　　　　　　　 0百万円

　３　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 　5百万円

無形固定資産　　　　　　 　1百万円

　３　　　　　　─────
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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１四半期末残高相当額

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１四半期末残高相当額

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１四半期
末残高
相当額

（百万円）

器具備品 82 33 48

ソフト
ウェア

13 3 10

合計 95 36 59

取得価額
相当額

 
（百万円）

減価償却累
計額相当額

 
（百万円）

第１四半期
末残高
相当額

（百万円）

器具備品 84 40 43

ソフト
ウェア

39 12 27

合計 124 52 71

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 85 46 39

ソフト
ウェア

39 9 29

合計 125 56 68

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 28百万円

１年超 32百万円

合計 60百万円

１年内 37百万円

１年超 35百万円

合計 72百万円

１年内 34百万円

１年超 35百万円

合計 69百万円

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 8百万円

減価償却費相当額 7百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 9百万円

支払利息相当額 0百万円

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 34百万円

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料物件の取得価額相

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１四半期会計期間、当第１四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１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 46,154円96銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
1,063円37銭

１株当たり純資産額 57,511円33銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
4,000円25銭

１株当たり純資産額 54,362円80銭

１株当たり当期純利益金額 9,262円29銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

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１四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１四半期

会計期間
前事業年度

1株当たり純資産額

23,020円59銭 

1株当たり純資産額

45,692円45銭 

1株当たり第１四半期

純利益金額

1,707円26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株当たり第１四半期

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。

　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 45,692円45銭

１株当たり当期純利益 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。

　（注）1.　１株当たり第１四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１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第１四半期純利益（百万円） 770 2,900 6,715

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る第１四半期純利益

（百万円）
770 2,900 6,715

期中平均株式数（株） 725,000 725,000 725,000

 （注）２.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

（参考）前事業年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 33,462 41,695 39,413

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期会計期間末（事業年

度末）の純資産額（百万円）
33,462 41,695 39,413

１株当たり純資産額の算定に用いられた第１四

半期会計期間末（事業年度末）の普通株式の数

（株）

725,000 725,000 725,000

㈱ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ(8942)　平成 20 年 3 月期　第 1四半期財務・業績の概況

－ 38 －



（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

（参考）前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．　　　　　　───────  １．　　　　　─────── １．多額の資金の借入

　平成19年6月14日及び平成19年6月15日付で、

以下のとおり資金の借入を行っております。

(1)目的 子会社に対する匿名組合出

資等（総額60,100百万円）

(2)借入先 株式会社三井住友銀行、株

式会社日興コーディアルト

レジャリーズ、株式会社新

生銀行

(3)借入金額 62,000百万円

(4)借入利率 1.089%～3.763% 

(5)返済期日 平成19年9月28日～平成20年

6月13日

(6)担保提供資産 販売用不動産を担保として

提供しております。
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