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（百万円未満切捨て）

１．平成20年８月期第１四半期の連結業績（平成19年９月１日　～　平成19年11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８月期第１四半期 4,207 50.7 124 △74.8 21 △95.0 △99 －

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

19年８月期 23,912 － 2,550 － 1,883 － 817 －

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８月期第１四半期 △1,411 87 － －

19年８月期第１四半期 2,983 91 2,838 26

19年８月期 11,689 15 11,208 44

(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８月期第１四半期 31,901 5,823 18.2 82,865 01

19年８月期第１四半期 21,735 5,331 24.5 76,332 77

19年８月期 28,236 5,967 21.1 84,932 67

(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８月期第１四半期 △5,001 △346 4,978 724

19年８月期第１四半期 △3,463 637 3,039 698

19年８月期 △7,109 △281 7,905 999

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年８月期第１四半期 － －

20年８月期第１四半期 － －

３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８月31日）

 （％表示は、対前期増減率）

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

通期 45,000 88.2 3,100 21.6 2,500 32.7 1,300 58.9 18,510 60
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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基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

５．個別業績の概要（平成19年９月１日　～　平成19年11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８月期第１四半期 298 91.0 10 42.9 10 △60.0 9 △50.0

19年８月期第１四半期 156 28.0 7 10.4 25 169.1 18 387.8

19年８月期 954 － 127 － 163 － 93 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年８月期第１四半期 130 26

19年８月期第１四半期 259 54

19年８月期 1,332 50

(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８月期第１四半期 14,498 4,438 30.6 63,192 47

19年８月期第１四半期 9,377 4,340 46.3 62,173 27

19年８月期 11,405 4,428 38.8 63,062 51

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、当該予想数値と異なる場合があります。

　なお、当該予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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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

　

　当第１四半期（平成19年9月1日～平成19年11月30日）におけるわが国経済は、平成19年12月実施の日銀企業短期経

済観測調査によると、同年9月に比べて中小製造業の現況以外は業況判断指数が悪化となりました。大企業の設備投資

計画が堅調を維持しているものの、全体的には企業が経済の先行きを慎重にみている姿が示されました。金融市場は

サブプライムローン問題の影響等により不安定な動きが続いており、国内の景況も、原油高や米国経済をはじめとす

る世界経済の先行き不安から、予断を許さない状況となっております。

　当社グループの事業領域である不動産マーケットにおいては、サブプライムローン問題や建築基準法改正に伴う住

宅着工の減少、および金融商品取引法施行に伴う対応などの懸念要因はあるものの、不動産信託残高や不動産投資信

託（J-REIT）運用残高は増加を続けており、プライベートファンド市場は8兆円規模となりました。

　不動産市況については、依然として東京都心においてはオフィス需要が高く不動産価格の上昇傾向が続いておりま

す。住居用不動産は、利便性の良いものや収益性の高い不動産の人気が高い反面、地方では地価の下落が続いており、

経済合理性に基づいた不動産の選別がされていると考えられます。

　一方、日本を含むアジア圏の不動産に対する海外投資家の投資意欲は引き続き高く、今後も持続基調で推移するも

のと思われます。

　このような経済環境下において、当社グループは平成18年9月11日に公表いたしました「3ヵ年中期経営計画」およ

び平成19年10月15日に公表しました平成20年8月期連結業績見通しに基づく業績数値達成を目標としておりますが、当

第１四半期における連結業績の進捗状況は、売上高4,207百万円（前年同期比50.7％増）、営業利益124百万円（前年

同期比74.8％減）、経常利益21百万円（前年同期比95.0％減）、四半期純損失99百万円となりました。

　営業利益の増減理由につきましては、下記事業の種類別セグメント概況をご参照下さい。経常利益が前年同期と比

べて減少した理由は、主として支払利息の増加です。また、純損失を計上した理由は主として、不動産投資事業にお

けるホテル業務に関して損失が発生し、当社グループは現状連結納税制度を採用していないことから、当該損失と他

事業および業務における利益とを通算できなかったことによります。

　事業の種類別セグメントの概況は次の通りであります。

（不動産投資ファンド事業）

　当第１四半期には、不動産投資ファンド事業の主力商品である住居用不動産投資ファンド「レジデンシャル-ONEシ

リーズ」において、3本のファンドが償還を迎えた一方、新規に2本のファンドを組成しました。一方、プライベート

ファンドにおいては、新規ファンドの立ち上げはなかったものの、既存ファンドの資産が増加しました。

　当四半期においては、住居用不動産投資ファンドへの物件組み入れに際して、当社グループ側が求める利回りに対

し、特に東京都心部の物件については市況との乖離が出てきたため、ファンド投資家の皆様の利回りを確保する為に

慎重な投資を行いました。この結果、物件を不動産ファンドへ組み入れる際のアクイジションフィー収入が減少しま

した。

　主として上記の要因の結果、不動産投資ファンド事業の当四半期における売上高は368百万円（前年同期比50.2％減）、

営業利益は138百万円（前年同期比66.5％減）となりました。

　不動産投資ファンド事業においては、今後の収益力強化を図るため、機関投資家を対象として、住居用をはじめと

する不動産投資ファンドや、取得する不動産の耐震性および遵法性等の改善等により利回り増加を図るバリューアッ

プファンド等の、新規ファンド組成に注力いたします。

　なお、不動産投資ファンド事業において、当社子会社である㈱レイコフ投資顧問は、平成19年11月26日に国土交通

大臣から総合不動産投資顧問業の登録につき、また、平成20年1月11日に近畿財務局から金融商品取引法に定める金融

商品取引業に関する業務種別の追加（投資顧問業）につき、それぞれ通知を受領し、平成19年9月30日に新たに施行さ

れた金融商品取引法に基づく投資顧問業の登録を完了しました。これに基づき、㈱レイコフ投資顧問は同法下におい

て更なる業務の拡大を図ってまいります。

 

（不動産コンサルティングサービス事業）

　当事業においては、外部から委託された鑑定等による外部向け売上げもありますが、主として上記の不動産投資ファ

ンド向け物件に関する業務でコンサルティングフィーを計上しており、当社グループ内の取引が主体となっています。

従って、不動産コンサルティングサービス事業の業績は、不動産投資ファンド事業の業績の影響を受けます。当四半

期における不動産コンサルティングサービス事業の売上高は355百万円（前年同期比1.7％減）、営業利益は88百万円

（前年同期比52.4％減）でした。
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（不動産投資事業）

　不動産投資事業には、当社グループのバランスシートを使った住居用不動産およびオフィスビル等を対象としたプ

リンシパル投資業務と、ホテル運営、新規ホテルの開発、ならびにゴルフ場の運営からなるホテル業務とが含まれて

います。

　当第１四半期におきましては、プリンシパル投資業務にて販売用不動産を9件取得、4件を売却して利益を計上した

ものの、ホテル業務においては、前年度および当第１四半期において国内において開業したホテルが未だ立ち上げ時

期にあること、および海外のリゾートホテルにおいて赤字基調が継続したことにより損失を計上しました。

　これらの結果、不動産投資事業における売上高は3,612百万円（前年同期比111.2％増）、営業利益は196百万円（前

年同期比378.3％増）となりました。

　ホテル業務につき、国内のホテル業務については、大手ホテル予約サイトとの提携や大手エージェントとの契約、

および、郊外型ロードサイド物件については地元周辺企業および近隣の政令指定都市等の企業との契約増加等の施策、

ならびに周辺商業施設等の今後の集積による収益改善を見込んでいます。また、海外ホテル事業については、地元航

空会社との提携、および日本からの直行チャーター便の運行等の送客改善施策を行っており、これらによる収支改善

を目指します。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）資産、負債及び純資産の状況 

　　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前第１四半期連結会計期間末に比べ10,166百万円増加し、　

　31,901百万円となりました。これは主に販売用不動産、その他たな卸資産を中心として流動資産が11,150百万円増加

  したことによるものであります。

　　負債は前第１四半期連結会計期間末に比べ9,675百万円増加し、26,078百万円となりました。これは主に長期借入

　金が6,812百万円増加したことによるものであります。

　　純資産は前第１四半期連結会計期間末に比べ491百万円増加し、5,823百万円となりました。これは主に四半期利益

　剰余金が499百万円増加したことによるものであります。

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

　　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、販売用不動産の増加、法人

　税等の支払額の増加などの要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が22百万円になったことに加え、金融機

　関からの借入れによる資金調達を行なったことにより、当四半期連結会計期間末には724百万円となりました。

　　当四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動の結果使用した資金は、5,001百万円となりました。これは主に販売用不動産の増加及び法人税等の支払

　によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動の結果使用した資金は、346百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出及び貸付に

　よる支出にによるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動の結果得られた資金は、4,978百万円となりました。これは主に短期借入金の純増及び長期借入れによる

　収入によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　中間期の業績予想につきましては、確定次第公表いたします。通期につきましては、平成19年10月15日に公表した

数値に変更はありません。

 

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）

　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11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
対前四半期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  698,634   724,165    999,605  

２．営業未収金  503,542   474,804    543,812  

３．販売用不動産  15,599,155   25,735,708    21,978,165  

４．その他たな卸資産  205,041   367,224    323,255  

５．仮払金  50   －    －  

６．短期貸付金  16,569   206,226    35,689  

７．立替金  42,331   63,907    114,287  

８．繰延税金資産  151,754   259,362    242,475  

９．その他  602,451   1,150,469    1,036,878  

貸倒引当金  △47,320   △59,511    △60,279  

流動資産合計  17,772,211 81.8  28,922,356 90.7 11,150,144  25,213,890 89.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 2,112,470   587,581    607,948   

減価償却累計額 82,136 2,030,334  143,821 443,760   134,709 473,239  

(2）車両運搬具 44,427   43,071    43,229   

減価償却累計額 7,330 37,096  10,224 32,846   8,271 34,958  

(3）その他 483,782   164,286    136,650   

減価償却累計額 24,755 459,027  51,525 112,761   42,962 93,688  

有形固定資産合
計

 2,526,458 11.6  589,368 1.8 △1,937,090  601,886 2.1

２．無形固定資産           

(1）その他  206,791   198,035    211,672  

無形固定資産合計  206,791 0.9  198,035 0.7 △8,755  211,672 0.8

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  849,965   1,664,240    1,672,970  

(2）差入保証金  166,640   235,882    228,467  

(3）繰延税金資産  3,186   5,105    5,202  

(4）その他  210,517   275,138    290,101  

投資その他の資産
合計

 1,230,309 5.7  2,180,366 6.8 950,057  2,196,741 7.8

固定資産合計  3,963,560 18.2  2,967,771 9.3 △995,788  3,010,300 10.7

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費  －   11,865    12,340  

繰延資産合計  － －  11,865 0.0 11,865  12,340 0.0

資産合計  21,735,771 100.0  31,901,993 100.0 10,166,221  28,236,531 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
対前四半期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．営業未払金  146,009   177,355    168,716  

２．短期借入金  9,571,475   11,429,933    9,046,000  

３．１年以内償還予定
の社債

 －   70,000    70,000  

４．１年以内返済予定
の長期借入金

 583,059   1,285,512    828,656  

５．未払法人税等  221,473   127,499    841,925  

６．預り金  41,059   59,915    25,790  

７. 繰延税金負債  420   1,381    978  

８．その他  311,629   324,360    982,264  

流動負債合計  10,875,127 50.1  13,475,957 42.2 2,600,830  11,964,331 42.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  －   395,000    395,000  

２．長期借入金  4,397,287   11,209,662    9,072,163  

３．預り保証金  297,187   299,603    210,389  

４．出資預り金  258,627   －    14,136  

５．繰延税金負債  2,274   －    －  

６．その他  573,411   698,745    612,689  

固定負債合計  5,528,787 25.4  12,603,011 39.5 7,074,224  10,304,378 36.5

負債合計  16,403,915 75.5  26,078,969 81.7 9,675,054  22,268,709 78.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  2,178,380 10.0  2,187,717 6.9 9,337  2,187,605 7.7

２．資本剰余金  2,069,880 9.6  2,079,217 6.5 9,337  2,079,105 7.4

３．利益剰余金  1,048,197 4.8  1,547,576 4.9 499,379  1,658,699 5.9

株主資本合計  5,296,457 24.4  5,814,511 18.3 518,054  5,925,409 21.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

 351 0.0  207 0.0 △143  141 0.0

２．繰延ヘッジ損益  3,327 0.0  △2,306 △0.0 △5,634  △2,376 △0.0

３．為替換算調整勘定  28,718 0.1  7,610 0.0 △21,108  41,648 0.1

評価・換算差額等合
計

 32,398 0.1  5,511 0.0 △26,886  39,412 0.1

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

純資産合計  5,331,855 24.5  5,823,023 18.3 491,167  5,967,821 21.1

負債・純資産合計  21,735,771 100.0  31,901,993 100.0 10,166,221  28,236,531 100.0
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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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

対前四半期
比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高  2,791,923 100.0  4,207,837 100.0 1,415,913  23,912,656 100.0

Ⅱ　売上原価  1,807,389 64.7  3,248,413 77.2 1,441,023  18,845,708 78.8

売上総利益  984,534 35.3  959,424 22.8 △25,109  5,066,947 21.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 493,253 17.7  834,966 19.8 341,713  2,516,731 10.5

営業利益  491,280 17.6  124,457 3.0 △366,823  2,550,216 10.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息 137   698    1,716   

２．受取配当金 2   2    262   

３．匿名組合投資利益 5,307   959    13,947   

４．為替差益 －   －    5,532   

５．助成金収入 －   －    16,459   

６．その他 12,626 18,074 0.6 19,625 21,285 0.5 3,211 30,991 68,909 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息 81,966   103,259    531,229   

２．融資手数料 8,664   17,517    192,492   

３．その他 2,696 93,328 3.3 3,921 124,698 3.0 31,369 11,959 735,681 3.1

経常利益  416,026 14.9  21,044 0.5 △394,981  1,883,444 7.9

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 －   －    16,596   

２．貸倒引当金戻入 1,370 1,370 0.1 680 680 0.0 △690 1,747 18,343 0.1

匿名組合損益分配
前税金等調整前四
半期（当期）純利
益

 417,396 15.0  21,724 0.5 △395,671  1,901,787 8.0

匿名組合損益分配
額

 △5,885 △0.2  △804 △0.0 5,080  △31,186 △0.1

税金等調整前四半
期（当期）純利益

 423,281 15.2  22,529 0.5 △400,752  1,932,974 8.1

法人税、住民税及
び事業税

215,870   138,172    1,205,561   

法人税等調整額 － 215,870 7.7 △16,483 121,689 2.9 △94,180 △90,500 1,115,061 4.7

四半期（当期）純
利益又は純損失
（△）

 207,411 7.5  △99,159 △2.4 △306,571  817,913 3.4
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(3）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９月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

第１四半期連結会計期間中の変動額

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

第１四半期純利益 － － 207,411 207,411

株主資本以外の項目の第１四半期連結会計期間中の

変動額（純額）
－ － － －

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

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

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

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

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　　　（注） － － － － － 23,400

第１四半期純利益 － － － － － 207,411

株主資本以外の項目の第１四半期連結会計期間中の

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

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

平成18年11月30日　残高（千円） 351 3,327 28,719 32,398 3,000 5,331,855

（注）新株予約権の権利行使による増加であります。
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年８月31日　残高（千円） 2,187,605 2,079,105 1,658,699 5,925,409

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　　　（注） 112 112 － 225

第１四半期純損失 － － △99,159 △99,159

連結範囲の変動 － － △11,962 △11,962

株主資本以外の項目の第１四半期連結会計期間中の

変動額（純額）
－ － － －

第１四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 112 112 △111,122 △110,897

平成19年11月30日　残高（千円） 2,187,717 2,079,217 1,547,576 5,814,511

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年８月31日　残高（千円） 141 △2,376 41,648 39,412 3,000 5,967,821

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　　　（注） － － － － － 225

第１四半期純損失 － － － － － △99,159

連結範囲の変動 － － － － － △11,962

株主資本以外の項目の第１四半期連結会計期間中の

変動額（純額）
66 70 △34,037 △33,900 － △33,900

第１四半期連結会計期間中の変動額合計（千円） 66 70 △34,037 △33,900 － △144,797

平成19年11月30日　残高（千円） 207 △2,306 7,610 5,511 3,000 5,823,023

（注）平成16年８月31日付けで発行した第１回新株予約権（ストックオプション）の権利行使による新株式の発行の５株によるものであります。
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前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　　　　（注） 20,925 20,925 － 41,850

当期純利益 － － 817,913 817,913

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純

額）
－ － － －

連結会計年度中の変動額合計（千円） 20,925 20,925 817,913 859,763

平成19年８月31日　残高（千円） 2,187,605 2,079,105 1,658,699 5,925,409

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損      益

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行　　　　　　　　（注） － － － － － 41,850

当期純利益 － － － － － 817,913

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純

額）
△78 △6,554 25,278 18,646 － 18,646

連結会計年度中の変動額合計（千円） △78 △6,554 25,278 18,646 － 878,409

平成19年８月31日　残高（千円） 141 △2,376 41,648 39,412 3,000 5,967,821

（注）平成16年８月31日付けで発行した第１回新株予約権（ストックオプション）の権利行使による新株式の発行の930株によるものであり

　　　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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

対前四半期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前四半期（当期）純利
益

423,281 22,529  1,932,974

減価償却費 29,636 25,239  112,351

貸倒引当金の増減額(減少△) △1,000 △750  11,941

受取利息及び受取配当金 △140 △701  △1,978

匿名組合投資利益 △5,307 △959  △13,947

支払利息 81,966 103,259  531,229

匿名組合損益分配額 △5,885 △804  △31,186

有形固定資産売却益 － －  △16,596

営業未収金の増減額（増加△） 199,308 76,948  159,491

販売用不動産の増減額（増加△） △3,186,030 △3,757,542  △7,663,274

その他たな卸資産の増減額（増加
△）

△145,031 △46,548  △261,663

営業未払金の増減額(減少△) △2,349 11,265  18,825

未払消費税等の増減額(減少△) △92,065 △320,985  212,220

その他 △30,614 △177,776  △568,291

小計 △2,734,230 △4,066,826 △1,332,596 △5,577,904

利息及び配当金の受取額 1,760 19,538  23,764

利息の支払額 △101,439 △114,970  △543,402

法人税等の支払額 △629,384 △839,418  △1,012,278

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,463,293 △5,001,677 △1,538,383 △7,109,821
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

対前四半期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出 18,084 △34,276  △127,541

有形固定資産の売却による収入 － －  100,130

無形固定資産の取得による支出 △1,457 △600  －

投資有価証券の取得による支出 △112,962 △118,500  △1,036,030

投資有価証券の売却による収入 800,000 －  －

投資有価証券の償還による収入 － 3,267  800,137

貸付による支出 △41,500 △195,953  △119,136

貸付金の回収による収入 47,455 －  105,971

その他 △36,030 －  △4,860

投資活動によるキャッシュ・フロー 637,420 △346,061 △983,482 △281,327

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額 737,865 2,383,933  212,390

長期借入れによる収入 2,500,000 3,797,000  14,571,500

長期借入金の返済による支出 △221,414 △1,202,645  △7,372,443

社債発行による収入 － －  452,659

株式の発行による収入 23,400 225  41,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,039,850 4,978,513 1,938,663 7,905,956

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,946 △4,812 △8,759 4,087

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少
額△）

217,923 △374,038 △591,962 518,894

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 480,710 999,605 518,894 480,710

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等
物の期首残高

－ 98,598 98,598 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期期末
（期末）残高

698,634 724,165 25,531 999,605
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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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　12社

連結子会社の名称

㈱不動産計画評価研究所

㈱資産管理研究所 

㈱レイコフ投資顧問 

㈱レイコフインベストメント

㈱ホテルシステムズ

㈱ホテル1-2-3

㈱ザ・ピース・インターナショ

ナル

㈱ホスピタリティインベスト

メント

㈱ゴルフリゾート

ロタ・リゾート㈲

SNM CORPORATION

ウエストランドプロパティー

ズ㈲  

 

 

 

　

(1）連結子会社の数　14社

連結子会社の名称

㈱不動産計画評価研究所

㈱資産管理研究所 

㈱レイコフ投資顧問 

㈱レイコフインベストメント

㈱ホテルシステムズ

㈱ホテル1-2-3

㈱ザ・ピース・インターナショ

ナル

㈱ホスピタリティインベスト

メント

㈱ゴルフリゾート

ロタ・リゾート㈲

SNM CORPORATION

ウエストランドプロパティー

ズ㈲

㈱レイコフアセットマネジメ

ント

㈱フロンティア建設工業

　上記のうち、㈱フロンティア

建設工業については、当四半期

連結会計期間において重要性を

増したため連結の範囲に含めて

おります。

 平成19年９月１日付で㈱リプ

ライから㈱フロンティア建設工業

に商号変更しております。

(1）連結子会社の数　13社

連結子会社の名称

㈱不動産計画評価研究所

㈱資産管理研究所

㈱レイコフ投資顧問

㈱レイコフインベストメント

㈱ホテルシステムズ

㈱ホテル1-2-3

㈱ザ・ピース・インターナショ

ナル

㈱ホスピタリティインベスト

メント

㈱ゴルフリゾート

ロタ・リゾート㈲

SNM CORPORATION

ウエストランドプロパティー

ズ㈲

㈱レイコフアセットマネジメ

ント 

 

　上記のうち、㈱レイコフアセッ

トマネジメントについては、当

連結会計年度において新たに設

立したことにより連結の範囲に

含めております。

 (2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲ 

㈱1－2－3キャピタルマネジメ

ント

㈱リプライ

 平成18年９月１日付で雲南観

光㈲から㈱1－2－3キャピタルマ

ネジメントに商号変更しておりま

す。

(2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲ 

㈱1－2－3キャピタルマネジメ

ント

㈱レジデンシャル-ONE

(2）非連結子会社の名称等

アール・シー・エフ㈲

㈱1－2－3キャピタルマネジメ

ント

㈱リプライ

㈱レジデンシャル-ONE

 平成18年９月１日付で雲南観

光㈲から㈱1－2－3キャピタルマ

ネジメントに商号変更しておりま

す。

 （連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

四半期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、四半期連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除いてお

ります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲

から除いております。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

２．持分法の適用に関す

る事項

(1) 持分法を適用していない非連結

子会社アール・シー・エフ㈲、㈱1－

2－3キャピタルマネジメント、㈱リ

プライについては、四半期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても四半期連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除いておりま

す。

(1) 持分法を適用していない非連結

子会社アール・シー・エフ㈲、㈱1－

2－3キャピタルマネジメント、㈱レ

ジデンシャル-ONEについては、四半

期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても四

半期連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲から

除いております。

(2) 他の会社等の議決権を20％以上、

50％以下を自己の計算において所有

しているにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社等の名称

CITY DEVELOPMENT HOLDINGS 

LIMITED

（関連会社としなかった理由）

　当社は、当該他の会社の議決権

の25.0％を所有しておりますが、

純投資としてであり、同社の運営

は同社の経営陣に全面的に任せ、

当社は経営には関与しない方針の

ため、関連会社としないものであ

ります。

(1) 持分法を適用していない非連結

子会社アール・シー・エフ㈲、㈱1－

2－3キャピタルマネジメント、㈱リ

プライ、㈱レジデンシャル-ONEにつ

いては、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲

から除いております。

(2) 他の会社等の議決権を20％以上、

50％以下を自己の計算において所有

しているにもかかわらず関連会社と

しなかった当該他の会社等の名称

CITY DEVELOPMENT HOLDINGS 

LIMITED

（関連会社としなかった理由）

　当社は、当該他の会社の議決権

の25.0％を所有しておりますが、

純投資としてであり、同社の運営

は同社の経営陣に全面的に任せ、

当社は経営には関与しない方針の

ため、関連会社としないものであ

ります。

３．連結子会社の四半期

決算日（決算日）等

に関する事項

  ㈱不動産計画評価研究所、㈱資産

管理研究所、㈱レイコフ投資顧問、

㈱レイコフインベストメント、㈱ホ

テルシステムズ、㈱ホテル1-2-3、㈱

ザ・ピース・インターナショナル、

㈱ホスピタリティインベストメント、

㈱ゴルフリゾートの四半期の末日は

四半期連結決算日と一致しておりま

す。なお、ロタ・リゾート㈲、ウエ

ストランドプロパティーズ㈲の四半

期決算日は９月30日、SNM 

CORPORATIONの四半期決算日は３月31

日であります。

　四半期連結財務諸表を作成するに

あたっては、ロタ・リゾート㈲、ウ

エストランドプロパティーズ㈲につ

いては同日現在の四半期財務諸表、

SNM CORPORATIONについては９月30日

現在で実施した仮決算に基づく四半

期財務諸表を使用し、四半期連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

  ㈱不動産計画評価研究所、㈱資産

管理研究所、㈱レイコフ投資顧問、

㈱レイコフインベストメント、㈱ホ

テルシステムズ、㈱ホテル1-2-3、㈱

ザ・ピース・インターナショナル、

㈱ホスピタリティインベストメント、

㈱ゴルフリゾート、㈱レイコフアセッ

トマネジメント、㈱フロンティア建

設工業の第１四半期の末日は第１四

半期連結決算日と一致しております。

なお、ロタ・リゾート㈲、ウエスト

ランドプロパティーズ㈲の第１四半

期決算日は９月30日、SNM 

CORPORATIONの第１四半期決算日は３

月31日であります。

　第１四半期連結財務諸表を作成す

るにあたっては、ロタ・リゾート㈲、

ウエストランドプロパティーズ㈲に

ついては同日現在の四半期財務諸表、

SNM CORPORATIONについては９月30日

現在で実施した仮決算に基づく四半

期財務諸表を使用し、第１四半期連

結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っ

ております。

　㈱不動産計画評価研究所、㈱資産

管理研究所、㈱レイコフ投資顧問、

㈱レイコフインベストメント、㈱ホ

テルシステムズ、㈱ホテル1-2-3、㈱

ザ・ピース・インターナショナル、

㈱ホスピタリティインベストメント、

㈱ゴルフリゾート、㈱レイコフアセッ

トマネジメントの事業年度の末日は

連結決算日と一致しております。な

お、ロタ・リゾート㈲、ウエストラ

ンドプロパティーズ㈲の決算日は６

月30日、 SNM CORPORATIONの決算日

は12月31日であります。

　連結財務諸表を作成するにあたっ

ては、ロタ・リゾート㈲、ウエスト

ランドプロパティーズ㈲については

同日現在の財務諸表、SNM 

CORPORATIONについては６月30日現在

の中間財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行ってお

ります。

㈱レイコフ（8941）平成 20 年８月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 14 －



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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

４．会計処理基準に関す

る事項

   

(1）重要な資産の評価

基準及び評価方法

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

  四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

  ただし、匿名組合出資金は

個別法によっており、詳細は

「４(6)ロ　匿名組合出資金の

会計処理」に記載しておりま

す。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

  ただし、匿名組合出資金は

個別法によっており、詳細は

「４(7)ロ　匿名組合出資金の

会計処理」に記載しておりま

す。

時価のないもの

同左

 ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

ロ　デリバティブ

同左

 ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

  個別法による原価法を採用

しております。

  なお、当社グループが組成

するファンドに組み入れるこ

とを目的として一時的に取得

する以外のものについては減

価償却を実施しており、減価

償却費を売上原価に計上して

おります。また、当該資産の

主な耐用年数は10年～47年で

あります。

ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

  個別法による原価法を採用

しております。

  なお、当社グループが組成

するファンドに組み入れるこ

とを目的として一時的に取得

する以外のものについては減

価償却を実施しており、減価

償却費を売上原価に計上して

おります。また、当該資産の

主な耐用年数は17年～47年で

あります。

ハ　たな卸資産

（イ）販売用不動産

同左

 （ロ）その他たな卸資産

仕掛品

  個別法による原価法を採用

しております。

（ロ）その他たな卸資産

――――――

 

（ロ）その他たな卸資産

――――――

 

 貯蔵品 

  最終仕入原価法を採用して

おります。

貯蔵品 

同左

貯蔵品

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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

  当社及び連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を

採用しております。

  但し、平成10年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備は除く）

は定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　８～30年 

車両運搬具　　　　　３～６年

イ　有形固定資産

  当社及び国内連結子会社は定率

法を、また、在外連結子会社は定

額法を採用しております。

  但し、平成10年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備は除く）

は定額法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　８～30年 

車両運搬具　　　　　３～６年

イ　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は定率

法を、また、在外連結子会社は定

額法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降取

得の建物（建物附属設備は除く）

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　８～30年

車両運搬具　　　　　３～６年

（会計処理の変更）

　当社及び国内連結子会社は、当

連結会計年度より法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更に係る影響額は

軽微であります。

 ロ　無形固定資産

当社及び連結子会社は定額法を

採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計

上基準

イ　貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

(4）繰延資産の処理方

法

イ　　　　―――――― イ　社債発行費

  社債の償還までの期間にわたり

定額法により償却しております。

イ　社債発行費

同左

(5）重要なリース取引

の処理方法

  当社及び国内連結子会社は、リー

ス物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

(6）重要なヘッジ会計

の方法

イ　ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ハ　ヘッジ方針

  金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他四半期連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの重要な事項

イ　消費税等の会計処理 

　消費税等の会計処理は税抜処理

によっており、控除対象外の消費

税等については、当四半期連結会

計期間の費用として処理しており

ます。

イ　消費税等の会計処理 

同左

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜処理

によっており、控除対象外の消費

税等については、当連結会計年度

の費用として処理しております。

 ロ　匿名組合出資金の会計処理

　匿名組合へ出資を行うに際して、

匿名組合財産の持分相当額を投資

有価証券に計上しております。

　匿名組合が獲得した純損益の持

分相当額については「匿名組合投

資損益」に計上するとともに同額

を「投資有価証券」に加減し、投

資先の営業者からの出資金の払い

戻しについては、「投資有価証券」

を減額させております。

ロ　匿名組合出資金の会計処理

同左

ロ　匿名組合出資金の会計処理

同左

 ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

　当社の連結子会社であるロタ・

リゾート㈲は匿名組合の営業者と

しての業務を受託しております。

　匿名組合の財産は、営業者に帰

属することから、匿名組合の全て

の財産及び損益は、四半期連結財

務諸表に含め、総額にて表示して

おります。

　匿名組合出資者からの出資金受

け入れ時に「出資預り金」を計上

し、匿名組合が獲得した純損益の

出資者持分相当額については、税

金等調整前四半期純利益の直前の

「匿名組合損益分配額」に計上す

るとともに同額を「出資預り金」

に加減し、出資金の払い戻しにつ

いては、「出資預り金」を減額さ

せております。

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

同左

ハ　匿名組合出資預り金の会計処理

　当社の連結子会社であるロタ・

リゾート㈲は匿名組合の営業者と

しての業務を受託しております。

　匿名組合の財産は、営業者に帰

属することから、匿名組合の全て

の財産及び損益は、連結財務諸表

に含め、総額にて表示しておりま

す。

　匿名組合出資者からの出資金受

け入れ時に「出資預り金」を計上

し、匿名組合が獲得した純損益の

出資者持分相当額については、税

金等調整前当期純利益の直前の「匿

名組合損益分配額」に計上すると

ともに同額を「出資預り金」に加

減し、出資金の払い戻しについて

は、「出資預り金」を減額させて

おります。

 ニ　　　　―――――― ニ　大型不動産開発事業に係る支払

　　利息の原価算入について

　事業規模が５億円以上で、かつ

開発期間が６ヶ月を超える大型不

動産開発事業に係る支払利息は開

発期間中のものに限り、取得原価

に算入しております。

ニ　大型不動産開発事業に係る支払

　　利息の原価算入について

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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

  連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。

同左 同左

６．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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表示方法の変更

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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

────── （四半期連結貸借対照表） ──────

 

 

　前第１四半期連結会計期間まで独立科目で

掲記していた「仮払金」（当第１四半期連結

会計期間残高68,715千円）は、資産の総額の

100分の５以下であるため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

 

 

追加情報

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

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

────── ────── （固有資産保有目的の変更）

 

 

　当連結会計年度末において、固定資産とし

て保有していた物件（建物：1,579,393千円、

土地：399,171千円）については、保有目的の

変更により当連結会計年度より「販売用不動

産」に振替えております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30日）

不動産投資ファ
ンド事業

（千円）

不動産コンサル
ティングサービ
ス事業（千円）

不動産投資事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,323 13,502 － 18,825 (18,825) －

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

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

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

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業・・・・・・・・アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業・・鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業・・・・・・・・・・・・不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入、ゴルフ場運営収入

当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30日）

不動産投資ファ
ンド事業

（千円）

不動産コンサル
ティングサービ
ス事業（千円）

不動産投資事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 365,346 230,453 3,612,037 4,207,837 － 4,207,837

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,051 125,406 － 128,457 (128,457) －

計 368,397 355,860 3,612,037 4,336,295 (128,457) 4,207,837

　　　営業費用 230,044 267,178 3,415,615 3,912,838 170,540 4,083,379

　　　営業利益 138,352 88,681 196,421 423,456 (298,998) 124,457

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業・・・・・・・・アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー、成功報酬、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディスポジションフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業・・鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業・・・・・・・・・・・・不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入、ゴルフ場運営収入

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は285,544千円であり、その主なものはグループの管理部門に

　係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

不動産投資ファ
ンド事業

（千円）

不動産コンサル
ティングサービ
ス事業（千円）

不動産投資事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,524,911 1,530,408 19,857,336 23,912,656 － 23,912,656

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
28,636 337,622 － 366,259 (366,259) －

計 2,553,548 1,868,031 19,857,336 24,278,916 (366,259) 23,912,656

営業費用 811,835 976,767 19,094,007 20,882,610 479,830 21,362,440

営業利益 1,741,712 891,264 763,328 3,396,305 (846,089) 2,550,216

　（注）１．事業区分の方法

事業は、役務の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な役務

(1）不動産投資ファンド事業・・・・・・・・アクイジションフィー、アセットマネジメントフィー、成功報酬、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディスポジションフィー

(2）不動産コンサルティングサービス事業・・鑑定手数料、仲介手数料、コンサルティング収入

(3）不動産投資事業・・・・・・・・・・・・不動産売却収入、不動産賃貸収入、ホテル運営収入、ゴルフ運営収入

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は826,064千円であり、その主なものはグループの管理部門に

　係る費用であります。

㈱レイコフ（8941）平成 20 年８月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 21 －



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９月１日　至平成18年11月30日）

日本
（千円）

オセアニア
（千円)

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

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

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

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

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　オセアニア……北マリアナ諸島連邦

  当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30日）

日本
（千円）

オセアニア
（千円)

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,172,410 35,426 4,207,837 － 4,207,837

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 4,172,410 35,426 4,207,837 － 4,207,837

　　　営業費用 3,688,251 109,584 3,797,835 285,544 4,083,379

　　　営業利益又は営業損失 484,159 (74,158) 410,001 (285,544) 124,457

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

 　　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

 　　　　　　オセアニア……北マリアナ諸島連邦

   　　 前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

日本
（千円）

オセアニア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 23,756,719 155,937 23,912,656 － 23,912,656

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 23,756,719 155,937 23,912,656 － 23,912,656

営業費用 20,061,179 475,197 20,536,376 826,064 21,362,440

営業利益又は営業損失 3,695,540 (319,260) 3,376,280 (826,064) 2,550,216

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

オセアニア……北マリアナ諸島連邦

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は826,064千円であり、その主なものはグループの管理部門に

　係る費用であります。

３．海外売上高

　前第１四半期連結会計期間（自平成18年９月１日　至平成18年11月30日）及び当第１四半期連結会計期間（自平成19年９月１日　至平

成19年11月30日）において、連結売上の10％未満であるため、海外売上の記載を省略しております。

 

　前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）において、連結売上の10％未満であるため、海外売上の記載を省略して

おります。　

㈱レイコフ（8941）平成 20 年８月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 22 －



（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間

 （自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

 （自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前連結会計年度

 （自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 76,322.77円

１株当たり四半期純利益金

額
2983.91円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
2,838.26円

１株当たり純資産額 82,865.01円

１株当たり四半期純損失金

額
△1,411.87円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
－

１株当たり純資産額 84,932.67円

１株当たり当期純利益金額 11,689.15円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
11,208.44円

 　 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、潜在株式は存在するものの四

半期純損失が計上されているため記載してお

りません。

 

　（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期

連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日)

当第１四半期

連結会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

純資産の部の合計額（千円） 5,331,855 5,823,023 5,967,821

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 3,000 3,000 3,000

（うち少数株主持分） (3,000) (3,000) (3,000)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（千円）
5,328,855 5,820,023 5,964,821

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（株）
69,820 70,235 70,230

２．１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期

連結会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日)

当第１四半期

連結会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期

純損失（△）

四半期（当期）純利益（千円）又は四半期純損

失（△）
207,411 △99,159 817,913

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益又は四半

期純損失（△）

（千円）

207,411 △99,159 817,913

期中平均株式数（株） 69,510 70,233 69,972

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,567 － 3,001

（うち新株予約権にかかる増加数） (3,567) (－) (3,001)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

―――――― ―――――― ――――――
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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11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 82,033   466,810    446,447   

２．営業未収金 456,930   826,875    513,765   

３．貯蔵品 148   126    175   

４．前払費用 29,558   66,949    29,439   

５．繰延税金資産 8,607   11,700    10,543   

６．立替金 676,261   114,697    82,020   

７．短期貸付金 7,521,482   11,912,303    9,328,108   

８．その他 17,970   36,214    19,348   

貸倒引当金 △8,490   △12,350    △9,590   

流動資産合計  8,784,502 93.7  13,423,328 92.6 4,638,825  10,420,257 91.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 33,926   87,163    83,814   

(2）車両運搬具 2,461   1,676    1,821   

(3）工具器具備品 13,934   30,289    30,199   

（4）その他 63   63    63   

有形固定資産合計 50,386   119,191    115,899   

２．無形固定資産 6,075   5,610    6,023   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式 363,208   602,208    522,208   

(2）出資金 500   500    500   

(3）関係会社長期貸
付金

18,900   152,600    152,600   

(4）長期前払費用 2,693   2,417    3,115   

(5）繰延税金資産 12   1,613    1,661   

(6）差入保証金 130,787   167,766    162,261   

(7）その他 20,407   22,927    21,339   

貸倒引当金 △20   △90    △90   

投資その他の資産
合計

536,489   949,943    863,595   

固定資産合計  592,950 6.3  1,074,745 7.4 481,795  985,517 8.6

資産合計  9,377,452 100.0  14,498,073 100.0 5,120,620  11,405,775 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日現在）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日現在）

対前四半期
比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日現在）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．短期借入金 2,786,000   6,400,600    3,408,400   

２．１年以内返済予定
の長期借入金

163,400   211,700    272,700   

３．未払金 12,067   26,737    15,001   

４．未払費用 1,500   3,985    2,146   

５．未払法人税等 10,533   5,365    63,941   

６．未払消費税等 3,352   6,520    13,404   

７．預り金 1,666,887   2,992,157    2,777,400   

流動負債合計  4,643,740 49.5  9,647,067 66.5 5,003,326  6,552,994 57.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 390,500   408,800    419,900   

２．繰延税金負債 2,274   －    －   

３．その他 －   3,883    4,001   

固定負債合計  392,774 4.2  412,683 2.9 19,908  423,901 3.7

負債合計  5,036,515 53.7  10,059,750 69.4 5,023,235  6,976,895 61.2

           

 (純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  2,178,380 23.2  2,187,717 15.1 9,337  2,187,605 19.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金 2,098,588   2,107,925    2,107,813   

資本剰余金合計  2,098,588 22.4  2,107,925 14.5 9,337  2,107,813 18.5

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

繰越利益剰余金 60,641   144,986    135,838   

利益剰余金合計  60,641 0.6  144,986 1.0 84,345  135,838 1.2

株主資本合計  4,337,609 46.3  4,440,630 30.6 103,020  4,431,256 38.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．繰延ヘッジ損益  3,327   △2,306    △2,376  

評価・換算差額等合
計

 3,327 0.0  △2,306 △0.0 △5,634  △2,376 △0.0

純資産合計  4,340,937 46.3  4,438,323 30.6 97,385  4,428,879 38.8

負債・純資産合計  9,377,452 100.0  14,498,073 100.0 5,120,620  11,405,775 100.0
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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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

対前四半期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　営業収益  156,300 100.0  298,200 100.0 141,900  954,000 100.0

売上総利益  156,300 100.0  298,200 100.0 141,900  954,000 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理
費

 148,427 95.0  288,184 96.6 139,756  826,644 86.7

営業利益  7,872 5.0  10,015 3.4 2,143  127,355 13.3

Ⅲ　営業外収益  42,449 27.2  45,509 15.2 3,060  206,469 21.6

Ⅳ　営業外費用  25,030 16.0  45,133 15.1 20,103  170,547 17.8

経常利益  25,290 16.2  10,391 3.5 △14,898  163,277 17.1

Ⅴ　特別利益  550 0.3  － － △550  － －

税引前四半期（
当期）純利益

 25,840 16.5  10,391 3.5 △15,448  163,277 17.1

法人税、住民税
及び事業税

7,800   2,400    72,000   

法人税等調整額 － 7,800 5.0 △1,157 1,243 0.4 △6,556 △1,959 70,040 7.3

四半期（当期）
純利益

 18,040 11.5  9,148 3.1 △8,892  93,237 9.8
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(3）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９月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合      計

その他利
益剰余金

利益剰余金
合      計

繰越利益
剰 余 金

平成18年８月31日　残高（千円） 2,166,680 2,086,888 2,086,888 42,601 42,601 4,269,169

第１四半期会計期間中の変動額

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

第１四半期純利益 － － － 18,040 18,040 18,040

株主資本以外の項目の第１四半期会計期間中の

変動額（純額）
－ － － － － －

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

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

評価・換算差額等 

純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日　残高（千円） 4,178 4,178 4,300,347

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　（注）　 － － 23,400

第１四半期純利益 － － 18,040

株主資本以外の項目の第１四半期会計期間中の

変動額（純額）
△850 △850 △850

第１四半期会計期間中の変動額合計（千円） △850 △850 40,590

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

（注）新株予約権の権利行使による増加であります。 
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当第１四半期会計期間（自平成19年９月１日　至平成19年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合      計

その他利
益剰余金

利益剰余金
合      計

繰越利益
剰 余 金

平成19年８月31日　残高（千円） 2,187,605 2,107,813 2,107,813 135,838 135,838 4,431,256

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　（注）　 112 112 112 － － 225

第１四半期純利益 － － － 9,148 9,148 9,148

株主資本以外の項目の第１四半期会計期間中の

変動額（純額）
－ － － － － －

第１四半期会計期間中の変動額合計（千円） 112 112 112 9,148 9,148 9,373

平成19年11月30日　残高（千円） 2,187,717 2,107,925 2,107,925 144,986 144,986 4,440,630

評価・換算差額等 

純資産合計
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成19年８月31日　残高（千円） △2,376 △2,376 4,428,880

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 　　　　　（注）　 － － 225

第１四半期純利益 － － 9,148

株主資本以外の項目の第１四半期会計期間中の

変動額（純額）
70 70 70

第１四半期会計期間中の変動額合計（千円） 70 70 9,443

平成19年11月30日　残高（千円） △2,306 △2,306 4,438,323

（注）平成16年８月31日付けで発行した第１回新株予約権（ストックオプション）の権利行使による新株式の発行の５株によるものであり

　　　ます。
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前事業年度（自平成18年9月1日　至平成19年8月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰  余  金

利益剰余金
合      計

繰越利益
剰 余 金

平成18年８月31日　残高（千円） 2,166,680 2,086,888 2,086,888 42,601 42,601 4,296,169

事業年度中の変動額

新株の発行 　　　（注）　 20,925 20,925 20,925 － － 41,850

当期純利益 － － － 93,237 93,237 93,237

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額（純額）
－ － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 20,925 20,925 20,925 93,237 93,237 135,087

平成19年８月31日　残高（千円） 2,187,605 2,107,813 2,107,813 135,838 135,838 4,431,256

評価・換算差額等

純資産合計

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日　残高（千円） 4,178 4,178 4,300,347

事業年度中の変動額

新株の発行 　　　（注）　 － － 41,850

当期純利益 － － 93,237

株主資本以外の項目の事業年度中の変動

額（純額）
△6,554 △6,554 △6,554

事業年度中の変動額合計（千円） △6,554 △6,554 128,533

平成19年８月31日　残高（千円） △2,376 △2,376 4,428,879

（注）平成16年８月31日付けで発行した第１回新株予約権（ストックオプション）の権利行使による新株式の発行の930株によるものであり

　　　ます。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1）子会社株式

  移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）子会社株式

同左

(1）子会社株式

同左

２．デリバティブの評価

基準及び評価方法

(1）デリバティブ

時価法

(1）デリバティブ

同左

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

貯蔵品　最終仕入原価法を採用して

おります。

同左 同左

４．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　８年～15年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具器具備品　　　３年～15年

(1）有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　８年～15年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具器具備品　　　３年～15年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物　　　　　　　８年～15年

車両運搬具　　　　　　　６年

工具器具備品　　　３年～15年

（会計処理の変更）

　当事業年度より法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しておりま

す。

　なお、この変更に係る影響額は

軽微であります。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

６．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１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

  金利リスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行ってお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

  　税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間

 （自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前事業年度

 （自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 62,173.27円

１株当たり四半期純利益金

額
259.54円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
246.87円

１株当たり純資産額 63,192.47円

１株当たり四半期純利益金

額
130.26円

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額
126.62円

１株当たり純資産額 63,062.51円

１株当たり当期純利益金額 1,332.50円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
1,277.70円

　（注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日)

前事業年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

純資産の部の合計額（千円） 4,340,937 4,438,323 4,428,879

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（千円）
4,340,937 4,438,323 4,428,879

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（株）
69,820 70,235 70,230

２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期会計期間

(自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間

(自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日)

前事業年度

(自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 18,040 9,148 93,237

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
18,040 9,148 93,237

期中平均株式数（株） 69,510 70,233 69,972

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,567 2,018 3,001

（うち新株予約権にかかる増加数） (3,567) (2,018) (3,001)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要
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