
- 1 - 

                  

 

 

平成 １９ 年 １１ 月期   決算短信 

平成２０年１月１７日 

上 場 会 社 名        株式会社毎日コムネット               上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号         ８９０８                              ＵＲＬ  http://www.maicom.co.jp 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長  (氏名) 伊藤 守 
問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 小野田 博幸  ＴＥＬ (03) 5218－8908 
定時株主総会開催予定日  平成 20年２月 22日        配当支払予定日 平成 20年２月 25日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20年２月 22日 

 
(百万円未満切捨) 

１． １９年１１月期の連結業績（平成１８年１２月 １日～平成１９年１１月３０日） 
(1) 連結経営成績                              （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

8,364（ 32.7） 
6,302（ △2.3） 

1,292（  93.2） 
668（△19.0） 

1,200（ 110.7） 
569（△23.9） 

678（ 110.4） 
322（△30.5） 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

74     98 
35     93 

72     49 
35     37 

20.9 
11.6 

14.9 
7.9 

15.5 
10.6 

(参考) 持分法投資損益  19年11 月期  －百万円  18 年11 月期  －百万円 
     
(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 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

9,381 
6,735 

3,632 
2,870 

38.6 
42.6 

384     59  
318     68  

(参考)  自己資本   19 年11 月期  3,624百万円  18年11 月期 2,870 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

△820 
△1,256 

△95 
1,289 

1,690 
△933 

1,496 
722 

 

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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％ 

18年11月期（実績） 

19年11月期（実績） 

―   ―  
―   ―  

14   00  
19   00  

14   00  
19   00  

126 
179 

39.0 
25.3 

4.5 
5.4 

20年11月期（予想） ―   ―  20   00  20   00   26.5  
 
３.２０年１１月期の連結業績予想（平成１９年１２月 １日～平成２０年１１月３０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 4,300（ 12.2） 617（ 24.0） 550（ 20.2） 310（ 19.3） 32  89   

通   期 10,300（ 23.1） 1,370（  6.0） 1,250（  4.1） 710（  4.6） 75  33   
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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)連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                有 
(注)詳細は、14ページ「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」をご覧ください。 
 

(3)発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年11月期 9,425,600株 18年11月期 9,007,000株 
② 期末自己株式数          19年11月期         80株 18年11月期         80株 
(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 
 
（参考）個別業績の概要 
 
１．１９年１１月期の個別業績（平成１８年１２月 １日～平成１９年１１月３０日） 
(1)個別経営成績                          （％表示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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

8,077（ 32.7） 
6,087（ △3.0） 

1,139（  94.1） 
586（△23.8） 

1,072（ 113.4） 
502（△28.6） 

614（ 115.2） 
285（△35.0） 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当 たり 当期 純利益  

 円   銭 円   銭 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

67     86  
31     80  

65     61  
31     30  

 
(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 

19 年 11月期 
18 年 11月期 

9,230 
6,654 

3,514 
2,816 

38.0 
42.3 

372     05  
312     72  

(参考)  自己資本   19年11月期 3,506百万円  18年11月期 2,816百万円 
 
 

２.２０年１１月期の個別業績予想（平成１９年１２月 １日～平成２０年１１月３０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 4,040（ 12.6） 342（ 55.7） 290（ 50.3） 160（ 50.8） 16  98   

通   期 10,000（ 23.8） 1,260（ 10.6） 1,170（  9.0） 665（  8.2） 70  55   
 
 

 
※ 本資料に掲載されている業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する

一定の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。 
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１ 経営成績    

(1)  経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、年度後半における米国のサブプライムローン問題

などによる金融不安等、懸念される要因は見られるものの、緩やかな景気拡大を基調とし、好調な

企業業績を背景に設備投資の増加が続き、堅調に推移いたしました。 

当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、昨年平成 19 年春の大学入

学者数は 61.4 万人と過去最高、大学生総数は 282.9 万人(文部科学省「学校基本調査」による)と

わずかに前年を下回ったものの、いずれも過去最高水準を維持しております。少子化時代にあって

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

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

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

め、開発部門と学生マンション部門の２部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動支

援部門と人材ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)計

４部門で事業展開を図っております。 

特に、不動産ソリューション事業は不動産有効活用ニーズの高まりと学生の安心・快適な住居ニ

ーズに支えられ、開発部門、学生マンション部門ともに順調に推移し、当社グループの成長の牽引

役となっております。 

 

① 売上高 

当連結会計年度の売上高は8,364,255千円(前年同期比32.7％増)となりました。 

事業別の業績を示すと次のとおりであります。 

（不動産ソリューション事業） 

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

意識の浸透などにより、より安全性・快適性が求められており、学生マンション需要は今後もま

すます高まるものと予想されます。 

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

グ営業を強化し、個人オーナーのみならず、企業に対しても不動産活用のニーズに応える事業プ

ランを積極的に提案、物件開発に努めました。また、当社が不動産を仕入れ学生マンションを建

設、ファンド等へ販売した後にサブリースで運営を受託する独自開発にも注力しております。そ

の結果、自社開発による 7 棟 302 戸を含む新規サブリース 14 棟 673 戸、自社保有(販売用不動産)

１棟 59 戸、新規管理受託１棟 36 戸を開発しました。一部管理戸数の減少分を差し引き総管理戸

数は 131 棟 5,209 戸(前期末比 15.2％増)となりました。 

一方、賃貸・管理業務を行う学生マンション部門におきましては、仲介専門子会社「株式会社

学生サービスプラザ」の体制強化を図り、大学との連携や全国大手不動産会社とのネットワーク

である「全国ひとり暮らし CLUB」の拡大等により安定した入居者確保を図ってまいりました。そ

の結果、管理物件の入居率は高水準を維持しており、昨年に引き続き 100.0％(平成 19 年４月現

在)を達成いたしました。 

以上の結果、不動産ソリューション事業の売上高は 6,638,395千円(前年同期比 28.4％増)とな

りました。部門別では、開発部門は 2,416,035 千円(同 28.0％増）、学生マンション部門は

4,222,360 千円(同 28.6％増)となりました。 
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（学生生活支援事業） 

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

拡充や団体の種目別営業の推進により、新規顧客の開拓、リピーター化の促進に取組むとともに、

地域行政等と協力したスポーツ大会や音楽イベントへの学生誘致による地域活性化支援にも取

組むなど、当社グループの学生顧客ネットワークを活かした収益拡大に注力してまいりましたも

のの、残念ながら収益の漸減傾向が継続いたしました。 

なお、当連結会計年度より、当該セグメントの売上高につきましては、これまでの宿泊･交通

等の手数料収入をのみを売上計上する手配型旅行に加え、旅行費用全体を売上計上する企画型旅

行の導入を図ったことにより売上計上方法が二元化したため、前期と比較して売上高が大幅に増

加しております。 

一方、学生の「出口」となる就職支援を担う事業分野となる人材ソリューション部門は、企業

の新卒採用意欲の高まりを受けて、合同企業説明会を中心とする新卒採用商品を造成、企業への

販売を開始いたしました。当連結会計年度については業績に与える影響はまだ軽微なものの、課

外活動支援分野とのシナジーも期待されており、学生生活支援の重要分野として引き続き注力し

てまいります。 

その結果、学生生活支援事業の売上高は 1,725,859 千円(前年同期比 52.6％増)となりました。

部門別では、課外活動支援部門は 1,688,343 千円(同 51.3％増)、人材ソリューション部門は

37,516千円(同 147.4％増)となりました。 

② 営業利益 

当連結会計年度の売上総利益は3,507,897千円(前年同期比40.5％増)となりました。事業別に

は不動産ソリューション事業の売上総利益は2,518,602千円(同74.4％増)、学生生活支援事業の

売上総利益は989,294千円(同6.0％減)となりました。不動産ソリューション事業は開発部門、学

生マンション部門ともに売上高の増加にともない順調に推移し、前連結会計年度に比べ大幅な増

益を確保いたしました。また、学生生活支援事業は前連結会計年度に比べ減益となりました。 

一方、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は2,215,298千円(同21.2％増)となりました。

これは、主に不動産ソリューション事業において開発部門の事業拡大に伴うアドバイザリー手数

料等が増加したこと、学生マンション部門において入居者募集のための広告宣伝を強化したこと、

また、全社的に要員の強化等を行ったことにより増加したものであります。なお、販売費及び一

般管理費率は26.4％と前連結会計年度の29.0％から2.6ポイント改善いたしました。 

その結果、販売費及び一般管理費は増加したものの増収により増加分を吸収し、当連結会計年

度の営業利益は1,292,599千円(同93.2％増)となりました。 

③ 経常利益 

当連結会計年度の営業外収支は前連結会計年度に比べ、営業外費用の支払利息が増加したもの

の、借入関係手数料が減少したことなどによりマイナス92,404千円(前年同期はマイナス99,252

千円)となりました。 

その結果、当連結会計年度の経常利益は1,200,195千円(前年同期比110.7％増)と前連結会計年

度に比べ大幅な増加となりました。 

④ 当期純利益 

当連結会計年度の当期純利益は678,866千円(前年同期比110.4％増)と前連結会計年度に比べ

大幅な増加となりました。この増加の主な要因は、不動産ソリューション事業の拡大による営業

利益及び経常利益の増加によるものであります。 

その結果、１株当たり当期純利益は74円98銭となり前連結会計年度に比べ39円05銭の大幅な増

加となりました。 
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（次期の見通し） 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高 10,300 百万円、経常利益 1,250 百万円、当期純

利益 710 百万円を計画しております。 

中期目標達成に向けての状況につきましては、引き続き比較的好調な事業環境のもとで積極的な

営業活動を行うことにより、中期目標である経常利益 15 億円の達成に向け順調に推移しているも

のと認識しております。 

また、配当性向につきましても 25％以上を継続的に実施していく計画であります。 

 

(2)  財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度の資産合計は9,381,396千円となり前連結会計年度に比べ2,646,162千円増加い

たしました。この増加の主な要因は、流動資産において、現金及び預金が853,221千円の増加、た

な卸資産が2,020,291千円の増加、固定資産において、投資その他の資産が185,644千円(表示方法

を変更した「営業投資有価証券」を除く)減少したことによります。負債合計は5,748,690千円とな

り前連結会計年度に比べ1,883,784千円増加いたしました。この増加の主な要因は、流動負債にお

いて、短期借入金が1,360,000千円増加したこと及び未払法人税等が392,457千円増加したことによ

るものであります。また、純資産合計は3,632,705千円となり前連結会計年度に比べ762,378千円増

加いたしました。この増加の主な要因は、前期の利益処分による配当金等の支払いがあったものの、

新株の発行による206,716千円の増加及び当期純利益678,866千円を計上したことによります。その

結果、１株当たり純資産額は384円59銭となり前連結会計年度に比べ65円91銭増加いたしました。

また、自己資本比率は前連結会計年度の42.6％から38.6％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物は、業績が順調に推移したことな

どにより前連結会計年度末に比べ 774,221千円増加し 1,496,235千円となりました。 

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により使用した資金は 820,484 千円(前年同期は使用した資金が 1,256,956千円)とな

りました。これは業績が順調に推移したものの、主にたな卸資産の増加による支出 2,020,291 千

円、売上債権の増加による支出 239,587 千円、その他営業資産の減少による収入 435,695 千円及

びその他営業負債の減少による支出 179,512 千円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は 95,334 千円(前年同期は得られた資金が 1,289,681 千円)とな

りました。これは主に定期預金の純増額 79,000 千円の支出によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により得られた資金は 1,690,040千円(前年同期は使用した資金が 933,816千円)とな

りました。これは主に短期借入金の純増額 1,360,000 千円の収入及び長期借入金の純増額

241,400千円の収入によるものであります。 
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なお、当連結会計年度におきましては、不動産ソリューション事業において、販売用不動産(た

な卸資産)の積極的な取得を行ったため、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなり

ました。今後につきましても、販売用不動産(たな卸資産)の積極的な取得を行う予定であります

ので、この傾向は続くものと思われます。そこでこれらに対応するため、機動的かつ安定的な資

金調達を可能にするとともに、不動産ソリューション事業における不動産流動化事業を加速し、

業績の拡大を図ることを目的として、総額4,350,000千円のコミットメントライン契約を締結し

ております。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 

 平成 17 年 11 月期 平成 18 年 11 月期 平成 19 年 11 月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 期末 

自己資本比率（％） 46.1 35.0 41.3 42.6 33.1 38.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 109.9 111.1 152.5 95.9 66.7 60.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 10.8 ― ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.1 ― ― ― ― ― 

 自己資本比率：自己資本（純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分）／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 ※ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式を除く)により算出

しております。 
 ※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て
の負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の
支払額を使用しております。なお、平成 17 年 11 月期(期末)、平成 18 年 11 月期（中間及び期末）及び
平成 19 年 11 月期(中間及び期末)のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ
ジ・レシオについては営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

(3)  利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置づけております。安定的

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

の継続を業績に応じて行うことを基本方針としております。具体的には、配当性向について 25％

以上を継続的に実施していくことを目標としております。 

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

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

ます。 

なお、当期の期末配当につきましては上記基本方針に基づき、１株につき 19 円 00 銭(連結配

当性向 25.3％)を予定しております。また、次期の配当につきましても上記基本方針に基づき、

連結配当性向 25％以上を計画しております。 
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２ 企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 19 年２月 23 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 
３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

(2) 目標とする経営指標 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

(4) 会社の対処すべき課題 

上記につきましては、平成 18 年 11 月期決算短信（平成 19 年１月 22 日開示）により開示を行

った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

       http://www.maicom.co.jp/ir/ 

   （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。 

(6) その他、会社の経営上の重要な事項 

当社グループは、不動産ソリューション事業において、機動的かつ安定的な資金調達を可能と

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

拡大を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。 

コミットメントライン契約の内容は以下のとおりであります。 

相手先 
融資枠設定 
金額(千円) 

当連結会計年度末に 
おける借入額(千円) 

契約締結日 契約期間 

株式会社三菱東京UFJ銀行をアレ
ンジャーとする計９金融機関 

4,350,000 1,460,000 平成19年３月30日 
平成19年３月30日～ 
  平成21年３月29日 
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４ 連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成18年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成19年11月30日) 
区分 

注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※２  836,013   1,689,235  

２ 受取手形及び営業未収金   18,368   257,387  

３ たな卸資産 ※２  2,785,966   4,806,258  

４ 前渡金   502,361   266,182  

５ 繰延税金資産   32,403   54,543  

６ その他 ※２  370,012   727,441  

７ 貸倒引当金   △383   △2,330  

流動資産合計   4,544,742 67.5  7,798,719 83.1 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１       

(1) 建物及び構築物   89,908   65,052  

(2) その他   8,956   6,150  

有形固定資産合計   98,865 1.4  71,203 0.8 

２ 無形固定資産   25,854 0.4  37,811 0.4 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※２  596,785   182,081  

(2) 長期貸付金   171,211   168,447  

(3) 繰延税金資産   54,408   59,798  

(4) 差入保証金   827,677   836,361  

(5) その他 ※２  416,173   228,023  

(6) 貸倒引当金   △483   △1,051  

投資その他の資産合計   2,065,772 30.7  1,473,661 15.7 

固定資産合計   2,190,491 32.5  1,582,676 16.9 

資産合計   6,735,233 100.0  9,381,396 100.0 
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前連結会計年度 

(平成18年11月30日) 
当連結会計年度 

(平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び営業未払金   35,433   38,797  

２ 短期借入金 ※２  2,573,000   3,933,000  

３ １年内返済予定の 
長期借入金 

  33,600   116,000  

４ 未払金   381,391   63,412  

５ 未払法人税等   39,425   431,882  

６ 賞与引当金   34,000   73,100  

７ その他   227,936   318,726  

流動負債合計   3,324,787 49.4  4,974,918 53.0 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   16,000   175,000  

２ 退職給付引当金   428   －  

３ 役員退職慰労引当金   141,600   149,200  

４ 長期預り敷金   382,089   449,571  

固定負債合計   540,118 8.0  773,771 8.3 

負債合計   3,864,905 57.4  5,748,690 61.3 

        

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   668,476   771,836  

２ 資本剰余金   402,239   505,595  

３ 利益剰余金   1,789,374   2,342,143  

４ 自己株式   △95   △95  

株主資本合計   2,859,994 42.5  3,619,480 38.6 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
評価差額金 

  10,333   5,448  

評価・換算差額等合計   10,333 0.1  5,448 0.0 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  7,777 0.1 

純資産合計   2,870,327 42.6  3,632,705 38.7 

負債及び純資産合計   6,735,233 100.0  9,381,396 100.0 
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
(％) 

金額（千円） 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   6,302,040 100.0  8,364,255 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,804,864 60.4  4,856,358 58.1 

売上総利益   2,497,175 39.6  3,507,897 41.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,828,297 29.0  2,215,298 26.4 

営業利益   668,878 10.6  1,292,599 15.5 

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  3,651   7,708   

 ２ 受取配当金  1,751   1,923   

 ３ その他  2,287 7,690 0.1 4,597 14,228 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  41,381   73,502   

２ 借入関係手数料  53,956   29,388   

 ３ その他  11,604 106,942 1.7 3,741 106,632 1.3 

経常利益   569,625 9.0  1,200,195 14.3 

Ⅵ 特別利益        

 １ 貸倒引当金戻入  464 464 0.0 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※２ 6,083 6,083 0.1 18,307 18,307 0.2 

税金等調整前 
当期純利益 

  564,006 8.9  1,181,887 14.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 205,578   527,198   

法人税等調整額  35,801 241,379 3.8 △24,177 503,021 6.0 

当期純利益   322,626 5.1  678,866 8.1 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 6,875 6,855 － － 13,730 

 剰余金の配当 － － △125,104 － △125,104 

 利益処分による役員賞与 － － △16,000 － △16,000 

 当期純利益 － － 322,626 － 322,626 

 自己株式の取得 － － － △95 △95 

 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) 

6,875 6,855 181,522 △95 195,156 

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

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高(千円) 10,852 10,852 2,675,689 

連結会計年度中の変動額    

 新株の発行 － － 13,730 

 剰余金の配当 － － △125,104 

 利益処分による役員賞与 － － △16,000 

 当期純利益 － － 322,626 

 自己株式の取得 － － △95 

 株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 

△518 △518 △518 

連結会計年度中の変動額合計
(千円) 

△518 △518 194,638 

平成18年11月30日残高(千円) 10,333 10,333 2,870,327 
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当連結会計年度(自 平成18年12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 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 103,360 103,356 － － 206,716 

 剰余金の配当 － － △126,096 － △126,096 

 当期純利益 － － 678,866 － 678,866 

 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) 

103,360 103,356 552,769 － 759,486 

平成19年11月30日残高(千円) 771,836 505,595 2,342,143 △95 3,619,480 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年11月30日残高(千円) 10,333 10,333 － 2,870,327 

連結会計年度中の変動額     

 新株の発行 － － － 206,716 

 剰余金の配当 － － － △126,096 

 当期純利益 － － － 678,866 

 株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 

△4,885 △4,885 7,777 2,892 

連結会計年度中の変動額合計
(千円) 

△4,885 △4,885 7,777 762,378 

平成19年11月30日残高(千円) 5,448 5,448 7,777 3,632,705 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  564,006 1,181,887 

２ 減価償却費  21,861 20,126 

３ 貸倒引当金の増減額  △3,460 2,514 

４ 賞与引当金の増減額  △63,680 39,100 

５ 退職給付引当金の増減額  △1,911 △428 

６ 役員退職慰労引当金の増減額  6,600 7,600 

７ 受取利息及び受取配当金  △5,402 △9,631 

８ 支払利息  41,381 73,502 

９ 株式交付費  646 1,895 

10 借入関係手数料  53,956 29,388 

11 有形固定資産除却損  6,083 18,307 

12 売上債権の増減額  28,501 △239,587 

13 たな卸資産の増減額  △1,233,506 △2,020,291 

14 仕入債務の増減額  16,022 3,363 

15 その他営業資産の増減額  △131,059 435,695 

16 その他営業負債の増減額  △3,038 △179,512 

17 未払(未収)消費税等の増減額  △75,761 75,145 

18 役員賞与の支払額  △16,000 ― 

19 その他  491 △58 

小計  △794,270 △560,983 

20 利息及び配当金の受取額  3,063 7,055 

21 利息の支払額  △46,452 △75,811 

22 株式交付費の支払額  △646 △1,580 

23 借入関係手数料の支払額  △6,289 △47,130 

24 法人税等の支払額  △412,361 △142,035 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,256,956 △820,484 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △194,000 △193,000 

２ 定期預金の払戻による収入  199,000 114,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △1,971 △3,400 

４ 無形固定資産の取得による支出  △13,471 △17,990 

５ 投資有価証券の取得による支出  △172,500 ― 

６ 出資による支出  △300 ― 

７ 出資の回収による収入  1,481,577 ― 

８ 貸付による支出  △50,452 △90,000 

９ 貸付の回収による収入  41,846 95,055 

10 その他  △45 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,289,681 △95,334 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △789,000 1,360,000 

２ 長期借入による収入  ― 300,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △33,600 △58,600 

４ 株式等の発行による収入  13,730 214,494 

５ 配当金の支払額  △124,946 △125,853 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △933,816 1,690,040 

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減額  △901,091 774,221 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,623,104 722,013 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  722,013 1,496,235 
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(5)  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書(平成19年２月23日提出)における記載から重要な変更がないため開示を

省略しております。 
 

(6)  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 

 

(会計処理の変更) 

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

(有形固定資産の減価償却方法の変更) 

当連結会計年度から、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。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

(表示方法の変更) 

 
当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

(連結貸借対照表） 

当連結会計年度より固定資産の「投資有価証券」として表示しておりました投資事業有限責

任組合及びそれに類する組合への出資については、流動資産の「営業投資有価証券」として表

示することといたしました。 

なお、当連結会計年度の「営業投資有価証券」は287,578千円であり、資産総額の5/100以下

のため流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

また、前連結会計年度において固定資産の「投資有価証券」として表示しておりました投資

事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資は406,465千円であります。 
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 (7)  連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成19年11月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   54,832千円 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

流動資産（その他） 409千円

投資有価証券 14,126千円

投資その他の資産（その他） 58,582千円

計 93,117千円

上記に対応する債務 

短期借入金 1,473,000千円

 

※３ 当社は、安定的な資金調達を可能にするため取引

銀行と長期コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

当連結会計年度末における長期コミットメント

ラインに係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。 

貸出コミットメントの総額 6,500,000千円

借入実行残高 ― 千円

差引額 6,500,000千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   52,085千円 

※２ 担保資産及び対応債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 20,000千円

たな卸資産(販売用不動産) 1,295,178千円

流動資産（その他） 409千円

投資有価証券 9,520千円

投資その他の資産（その他） 58,173千円

計 1,383,281千円

上記に対応する債務 

短期借入金 2,933,000千円

３ 当社は、安定的な資金調達を可能にするため取引銀

行と長期コミットメントライン契約を締結しており

ます。 

当連結会計年度末における長期コミットメント

ラインに係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。 

貸出コミットメントの総額 4,350,000千円

借入実行残高 1,460,000千円

差引額 2,890,000千円
 

 

(連結損益計算書関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

給料手当 584,181千円

地代家賃 211,441千円

広告宣伝費 211,066千円

支払手数料 189,302千円

賞与引当金繰入 34,000千円

役員退職慰労引当金繰入 6,600千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

給料手当 621,602千円

支払手数料 404,208千円

地代家賃 241,513千円

広告宣伝費 223,551千円

賞与引当金繰入 73,100千円

役員退職慰労引当金繰入 7,600千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 5,661千円

有形固定資産(その他) 422千円

計 6,083千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 16,623千円

有形固定資産(その他) 1,684千円

計 18,307千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 
前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 
 
１．発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 8,936,000 71,000 ― 9,007,000 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株引受権の行使による増加 62,000株 

新株予約権の行使による増加  9,000株 

 
２．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） ― 80 ― 80 

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 80株 

 

３．配当に関する事項 
 
(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年２月24日 

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

 

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

決議 
株式の
種類 

配当の原資 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年２月23日 
定時株主総会 

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

 

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 
 
１．発行済株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 9,007,000 418,600 ― 9,425,600 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株引受権の行使による増加  87,000株 

新株予約権の行使による増加 331,600株 

 
２．自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 80 ― ― 80 
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３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 
前連結会計

年度末 
増加 減少 

当連結会計
年度末 

当連結会計

年度末残高 

(千円) 

提出会社 
第１回新株

予約権(第三

者割当て) 

普通株式 ― 1,800,000 318,600 1,481,400 7,777 

合計 ― 1,800,000 318,600 1,481,400 7,777 

(注) １ 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載してお

ります。 
２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

第１回新株予約権(第三者割当て)の増加は、発行によるものであります。 

第１回新株予約権(第三者割当て)の減少は、権利行使によるものであります。 

 

４．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

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年２月23日 

定時株主総会 
普通株式 126,096 14 平成18年11月30日 平成19年２月26日 

 

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

決議(予定) 
株式の
種類 

配当の原資 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年２月22日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 179,084 19 平成19年11月30日 平成20年２月25日 

 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
 至 平成19年11月30日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 836,013千円

預入期間が３ヶ月を超える定期 

預金 
△114,000千円

現金及び現金同等物 722,013千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,689,235千円

預入期間が３ヶ月を超える定期 

預金 
△193,000千円

現金及び現金同等物 1,496,235千円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

 
不動産ソリュ 

ーション事業 

学生生活 

支援事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

⑴ 外部顧客に対する売

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

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

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

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

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

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
     

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

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

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

(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

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

ンションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

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

設の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(451,968千円)の主なものは、当社の

総務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(1,749,626千円)の主なものは、当社での余資運用

資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

 
 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

 
不動産ソリュ 

ーション事業 

学生生活 

支援事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

⑴ 外部顧客に対する売

上高 
6,638,395 1,725,859 8,364,255 － 8,364,255 

⑵ セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

計 6,638,395 1,725,859 8,364,255 － 8,364,255 

営業費用 5,105,480 1,430,815 6,536,295 535,360 7,071,656 

営業利益 1,532,915 295,044 1,827,960 (535,360) 1,292,599 

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
     

資産 7,007,002 315,766 7,322,768 2,058,627 9,381,396 

減価償却費 6,140 10,818 16,958 1,828 18,786 

資本的支出 12,980 8,010 20,990 400 21,390 

(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

⑴ 不動産ソリューション事業・・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マ
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ンションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

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

設の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(535,360千円)の主なものは、当社の

総務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,058,627千円)の主なものは、当社での余資運用

資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項は

ありません。 
 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項は

ありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

 
１株当たり純資産額 318.68円 

１株当たり当期純利益 35.93円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

35.37円 

(追加情報) 
当連結会計年度から、改正後の「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(最終改正平成18年１月31日 

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

(最終改正18年１月31日 企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

  これによる影響はありません。 

 
１株当たり純資産額 384.59円 

１株当たり当期純利益 74.98円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

72.49円 

  

(注) 算定上の基礎  

１．１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,870,327 3,632,705 

普通株式に係る純資産額(千円) 2,870,327 3,624,928 

差額の主な内訳(千円) 

新株予約権 

 

― 

 

7,777 

普通株式の発行済株式数(千株) 9,007 9,425 

普通株式の自己株式数(千株) 0 0 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数(千株) 9,006 9,425 

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 322,626 678,866 

普通株式に係る当期純利益(千円) 322,626 678,866 

普通株式の期中平均株式数(千株) 8,978 9,054 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 

 新株引受権 

新株予約権 

114 

28 

74 

236 

普通株式増加数(千株) 143 310 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

 該当事項はありません。 同左 

  

 

(開示の省略) 

 
リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

クオプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算発表時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。 
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５ 個別財務諸表等 

(1) 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   708,117   1,497,778  

２ 営業未収金   48,811   277,470  

３ 販売用不動産   2,774,370   4,796,846  

４ 貯蔵品   9,526   6,887  

５ 前渡金   502,361   266,182  

６ 前払費用   287,899   398,428  

７ 繰延税金資産   25,274   46,636  

８ 旅行未収金   4,395   4,961  

９ その他   95,013   345,574  

10 貸倒引当金   △1,255   △2,734  

流動資産合計   4,454,515 66.9  7,638,030 82.8 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物   22,778   18,779  

(2) 構築物   49,699   43,939  

(3) 器具備品   6,775   5,089  

有形固定資産合計   79,254 1.2  67,809 0.7 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   7,451   12,511  

(2) 電話加入権   8,076   8,076  

無形固定資産合計   15,527 0.2  20,587 0.2 
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前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   596,785   182,081  

(2) 関係会社株式   100,000   100,000  

(3) 出資金   15,796   6,800  

(4) 長期貸付金   171,211   168,447  

(5) 更生債権等   483   1,051  

(6) 長期前払費用   282,040   92,829  

(7) 繰延税金資産   54,266   59,798  

(8) 保険積立金   108,412   117,902  

(9) 差入保証金   767,226   766,340  

(10) その他   9,440   9,440  

(11) 貸倒引当金   △483   △1,051  

投資その他の資産合計   2,105,179 31.7  1,503,640 16.3 

固定資産合計   2,199,961 33.1  1,592,038 17.2 

資産合計   6,654,477 100.0  9,230,068 100.0 
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前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 営業未払金   35,435   55,273  

２ 短期借入金   2,573,000   3,933,000  

３ １年内返済予定の 
長期借入金 

  33,600   116,000  

４ 未払金   371,474   43,396  

５ 旅行未払金   43,454   42,382  

６ 未払費用   65,694   76,786  

７ 未払法人税等   26,697   397,617  

８ 旅行前受金   48,047   59,219  

９ 預り金   14,644   12,845  

10 前受収益   41,956   30,164  

11 賞与引当金   34,000   73,100  

12 その他   9,749   101,954  

流動負債合計   3,297,753 49.6  4,941,740 53.5 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   16,000   175,000  

２ 退職給付引当金   428   ―  

３ 役員退職慰労引当金   141,600   149,200  

４ 長期預り敷金   382,089   449,571  

固定負債合計   540,118 8.1  773,771 8.4 

負債合計   3,837,872 57.7  5,715,512 61.9 
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前事業年度 

(平成18年11月30日) 
当事業年度 

(平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

金額（千円） 
構成比 
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   668,476   771,836  

２ 資本剰余金        

(1) 資本準備金   402,239   505,595  

資本剰余金合計   402,239    505,595  

３ 利益剰余金        

 (1) 利益準備金   31,130   31,130  

 (2) その他利益剰余金        

別途積立金  1,350,000   1,500,000   

繰越利益剰余金  354,521   692,864   

その他利益剰余金合計   1,704,521   2,192,864  

利益剰余金合計   1,735,651   2,223,994  

４ 自己株式   △95   △95  

株主資本合計   2,806,271 42.2  3,501,330 37.9 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ その他有価証券 
評価差額金 

  10,333   5,448  

評価・換算差額等合計   10,333 0.1  5,448 0.1 

Ⅲ 新株予約券   ― ―  7,777 0.1 

純資産合計   2,816,604 42.3  3,514,556 38.1 

負債及び純資産合計   6,654,477 100.0  9,230,068 100.0 
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   6,087,104 100.0  8,077,645 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,014,343 65.9  5,107,988 63.2 

売上総利益   2,072,761 34.1  2,969,657 36.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 給与手当  447,662   460,124   

２ 賞与手当  23,209   39,330   

３ 賞与引当金繰入  26,000   63,100   

４ 役員退職慰労引当金繰入  6,600   7,600   

５ 広告宣伝費  186,056   214,551   

６ 租税公課  77,348   100,843   

７ 減価償却費  9,703   7,421   

８ 地代家賃  148,913   176,864   

９ 支払手数料  185,910   395,329   

10 その他  374,367 1,485,772 24.5 364,931 1,830,096 22.7 

営業利益   586,988 9.6  1,139,560 14.1 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  3,631   7,327   

２ 受取配当金  1,751   1,923   

３ 受取賃貸料  9,576   13,994   

４ 経営指導料収入  5,400   12,000   

５ その他  2,287 22,646 0.4 4,551 39,797 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  41,381   73,502   

２ 借入関係手数料  53,956   29,388   

３ その他  11,468 106,806 1.7 3,540 106,431 1.3 

経常利益   502,828 8.3  1,072,926 13.3 
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前事業年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入  636 636 0.0 － － － 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損  6,083 6,083  1,401 1,401 0.0 

税引前当期純利益   497,381 8.2  1,071,524 13.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 180,537   480,625   

法人税等調整額  31,306 211,844 3.5 △23,541 457,084 5.7 

当期純利益   285,536 4.7  614,439 7.6 

        

 

売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 不動産賃貸原価        

１ 借上賃料  2,223,254   2,681,555   

２ 維持管理費  398,043   503,774   

３ 減価償却費  1,230   1,433   

４ その他  60,710 2,683,238 66.8 93,838 3,280,601 64.2 

Ⅱ その他売上原価        

１ 業務委託費  19,655   31,459   

２ 販売用不動産  1,251,226   1,090,371   

３ 旅行原価  －   636,722   

４ 借上賃料  36,900   47,820   

５ その他  23,313 1,331,104 33.2 21,012 1,827,386 35.8 

合計   4,014,343 100.0  5,107,988 100.0 
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（3）株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年11月30日残高(千円) 661,601 395,384 395,384 

事業年度中の変動額    

 新株の発行 6,875 6,855 6,855 

 剰余金の配当 － － － 

 利益処分による役員賞与 － － － 

 利益処分による別途積立金の積立 － － － 

 当期純利益 － － － 

 自己株式の取得 － － － 

 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) 6,875 6,855 6,855 

平成18年11月30日残高(千円) 668,476 402,239 402,239 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成17年11月30日残高(千円) 31,130 1,050,000 510,088 1,591,218 － 2,648,204 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 － － － － － 13,730 

 剰余金の配当 － － △125,104 △125,104 － △125,104 

 利益処分による役員賞与 － － △16,000 △16,000 － △16,000 

 利益処分による別途積立金の積立 － 300,000 △300,000 0 － 0 

 当期純利益 － － 285,536 285,536 － 285,536 

 自己株式の取得 － － － － △95 △95 

 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) － 300,000 △155,567 144,432 △95 158,066 

平成18年11月30日残高(千円) 31,130 1,350,000 354,521 1,735,651 △95 2,806,271 
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評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年11月30日残高(千円) 10,852 10,852 2,659,057 

事業年度中の変動額    

 新株の発行 － － 13,730 

 剰余金の配当 － － △125,104 

 利益処分による役員賞与 － － △16,000 

 利益処分による別途積立金の積立 － － 0 

 当期純利益 － － 285,536 

 自己株式の取得 － － △95 

 株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 

△518 △518 △518 

事業年度中の変動額合計(千円) △518 △518 157,547 

平成18年11月30日残高(千円) 10,333 10,333 2,816,604 

 

当事業年度(自 平成18年12月１日 至 平成19年11月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年11月30日残高(千円) 668,476 402,239 402,239 

事業年度中の変動額    

 新株の発行 103,360 103,356 103,356 

 剰余金の配当 － － － 

 利益処分による別途積立金の積立 － － － 

 当期純利益 － － － 

 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) 103,360 103,356 103,356 

平成19年11月30日残高(千円) 771,836 505,595 505,595 
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株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年11月30日残高(千円) 31,130 1,350,000 354,521 1,735,651 △95 2,806,271 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 － － － － － 206,716 

 剰余金の配当 － － △126,096 △126,096 － △126,096 

 利益処分による別途積立金の積立 － 150,000 △150,000 0 － 0 

 当期純利益 － － 614,439 614,439 － 614,439 

 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) － 150,000 338,342 488,342 － 695,059 

平成19年11月30日残高(千円) 31,130 1,500,000 692,864 2,223,994 △95 3,501,330 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年11月30日残高(千円) 10,333 10,333 － 2,816,604 

事業年度中の変動額     

 新株の発行 － － － 206,716 

 剰余金の配当 － － － △126,096 

 利益処分による別途積立金の積立 － － － 0 

 当期純利益 － － － 614,439 

 株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 

△4,885 △4,885 7,777 2,892 

事業年度中の変動額合計(千円) △4,885 △4,885 7,777 697,951 

平成19年11月30日残高(千円) 5,448 5,448 7,777 3,514,556 
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６ その他 

(1) 販売実績 

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

当連結会計年度 
(自 平成18年12月１日 
至 平成19年11月30日) 事業区分 事業部門 

金額(千円) 
構成比 
(％) 金額(千円) 

構成比 
(％) 

開発部門 1,888,204 30.0 2,416,035 28.9 

学生マンション部門 3,283,107 52.1 4,222,360 50.5 不動産ソリューション事業 

小計 5,171,312 82.1 6,638,395 79.4 

課外活動支援部門 1,115,566 17.7 1,688,343 20.2 

人材ソリューション部門 15,162 0.2 37,516 0.4 学生生活支援事業 

小計 1,130,728 17.9 1,725,859 20.6 

合計 6,302,040 100.0 8,364,255 100.0 

(注)上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 役員の異動 

① 新任取締役候補(平成20年２月22日付予定) 

取締役不動産ソリューション事業部長  西 孝行 (現不動産ソリューション事業部長) 

取締役(学生サービスプラザ担当)   山下 敬司 (現株式会社学生サービスプラザ事業本部長) 

(注) 西孝行及び山下敬司の両名とも当社の100％出資子会社である株式会社学生サービスプラ

ザにおいても同日付で取締役に就任する予定であります。なお、山下敬司は株式会社学生サ

ービスプラザへの出向者であります。 

② 退任予定取締役(平成20年２月22日付予定) 

取締役 平尾 智司 (任期満了によるものであります。) 

 




