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（百万円未満切捨て）

１．平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年３月21日　～　平成20年６月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

21年３月期第１四半期 3,867 255.4 787 49.8 460 13.3 91 △54.0

20年３月期第１四半期 1,088 148.3 526 203.0 406 135.3 199 107.9

20年３月期 3,615 1.1 1,074 △44.1 1,808 △24.8 792 △42.6

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 639 17 623 19

20年３月期第１四半期 2,552 15 2,368 72

20年３月期 6,191 16 5,978 65

(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

21年３月期第１四半期 91,927 36,300 39.4 249,447 32

20年３月期第１四半期 39,647 35,682 90.0 248,224 19

20年３月期 90,440 36,330 40.1 249,914 54

(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

21年３月期第１四半期 820 △7,437 1,510 7,217

20年３月期第１四半期 △1,545 △942 31,857 32,358

20年３月期 △19,234 △51,350 79,920 12,323

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

20年３月期 － － 1,000 00 1,000 00

21年３月期（実績） － － － －   

21年３月期（予想） － － 1,000 00 1,000 00

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月21日　～　平成21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）

営業収益 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 10,059 395.0 926 12.5 512 △61.7 992 30.9 6,832 00

通期 14,742 307.8 1,732 61.3 1,244 △31.2 1,394 76.0 9,600 62
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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。

５．個別業績の概要（平成20年３月21日　～　平成20年６月20日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

21年３月期第１四半期 2,942 408.6 690 288.6 1,232 － 962 －

20年３月期第１四半期 578 101.5 177 461.1 54 79.0 14 △10.5

20年３月期 1,423 △49.7 △410 － 347 △79.3 80 △91.5

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年３月期第１四半期 6,700 00

20年３月期第１四半期 189 06

20年３月期 631 89

(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

21年３月期第１四半期 48,687 35,873 73.5 246,959 95

20年３月期第１四半期 38,621 34,910 90.4 242,858 19

20年３月期 55,890 35,032 62.6 240,973 14

６．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年３月21日　～　平成21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）

営業収益 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 8,414 969.1 735 － 1,251 276.8 688 245.7 4,738 32

通期 11,778 727.7 909 － 1,551 347.0 853 966.3 5,874 70

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰が企業業績悪化懸念と個人消費の低迷をもたらしている

ことなどから、総じて低調に推移しました。

　当社グループの事業領域である物流不動産及び不動産金融業界においては、企業における財務リストラの継続等の要

因により不動産の流動化は継続的に行われていますが、その一方で、金利の先行き不透明感や全国的な地価の変動及び

良質な不動産物件の取得競争の激化など事業環境は厳しくなってきております。さらに米国でのサブプライムローン問

題は、世界レベルでの金融市場の混乱を引き起こしており、金融機関が不動産事業への融資基準を厳格化するなどの影

響を与えております。

　このような経済環境の中で、当社グループは、物流不動産市場の知識及び顧客とのリレーションシップにより、不動

産仲介営業を展開したこと、資産のリストラクチャリングによる自己保有物件の売却の実施、不動産金融業界が厳しい

中での金融機関からの支援をいただくことなどで、当第１四半期の営業数値を実現しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、営業収益3,867百万円（前年同期比255.4％増）、営業利益787百万

円（同49.8％増）、経常利益460百万円（同13.3％増）、第１四半期純利益91百万円（同54.0％減）となりました。

 

事業の種類別セグメントの業績 

（不動産仲介関連事業） 

　不動産仲介関連事業におきましては、物流不動産に特化した不動産仲介営業を強化し全国に広がる収益機会を獲得す

るべく営業活動を推進してまいりました。

　この結果、営業収益は253百万円（前年同期比22.0％減）、営業利益43百万円（同75.5％減）となりました。 

（アセットマネジメント事業） 

　アセットマネジメント事業におきましては、優良資産の取得と開発型物件の開発を進めることにより運用資産の積み

上げに努めた結果、平成20年6月20日現在の管理・運用する物件数は、開発型物件が8件、既存建物のある収益型物件が

32件、合計で40件となり、運用資産残高は166,830百万円となっております。これら資産の管理・運用に係る報酬として

アセットマネジメントフィー等を計上いたしました。なお、当第１四半期において当社子会社で保有物件の売却を行っ

ております。　

　この結果、営業収益は3,611百万円（前年同期比377.1％増）、営業利益1,077百万円（同101.1％増）となりました。   

 （その他事業）

　その他事業におきましては、子会社の㈱ジェイ・レップ・ロジスティックス総合研究所において物件取得検討時のマー

ケットレポートの作成及び外部からの調査・コンサルティングを受注しております。営業収益自体は大きくはありませ

んが、当社グループの営業支援及び知名度の向上に大きく貢献しております。　

　この結果、営業収益は3百万円（前年同期比53.5％減）、営業損失23百万円（前年同期は9百万円の営業損失）となり

ました。 

 

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末の総資産は、91,927百万円（前年同期比131.9％増）、純資産36,300百万円（同1.7％増）

となりました。 

（資産の部）

　流動資産は、27,240百万円（前年同期比24.2％減）となりました。

　これは主に、たな卸資産が15,266百万円増加しましたが、現金及び預金が25,841百万円減少したこと等によるもので

あります。

　固定資産は、64,540百万円（前年同期比1,641.0％増）となりました。

　これは主に、当社グループで大型ポートフォリオ組成により投資用不動産が62,570百万円となったこと等によるもの

であります。 

（負債の部）

　流動負債は、5,926百万円（前年同期比62.0％増）となりました。

　これは主に、１年以内償還予定社債924百万円、１年以内返済予定長期借入金が1,848百万円となったことによるもの

です。

　固定負債は、49,699百万円（前年同期比16,122.7％増）となりました。

　これは、大型ポートフォリオ組成に伴う資金調達を積極的に行い、社債14,076百万円、長期借入金34,392百万円と

なったことによるものです。

（純資産の部）

　純資産は、36,300百万円（前年同期比1.7％増）となりました。　 
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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、前連結会計年度末と比較して

5,106百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末では7,217百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因

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、820百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前第１四半期純利益が460百万円、減価償却費が446百万円となったこと、子会社が保有する

物件を売却したこと等によりたな卸資産が808百万円減少したこと及び預り金が486百万円増加したことがありましたが、

法人税等の納税による支出が1,308百万円あったこと等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、7,437百万円となりました。

　これは主に、短期貸付金の回収が500百万円、当社グループが運用・管理する物流不動産ファンドへの匿名組合出資

の払戻による収入が615百万円ありましたが、大型ポートフォリオ組成により投資用不動産の取得8,801百万円があった

こと等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、1,510百万円となりました。

　これは、短期借入金の返済が8,300百万円ありましたが、大型ポートフォリオの組成に伴う特定社債の発行3,300百万

円、長期借入金6,600百万円を調達したことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年４月30日に発表いたしましたとおり変更しておりません。 

　業績の見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題を発端とした全世界レベルでの金融市場の混乱に伴う

株式市場の悪化や不動産取引の停滞等の影響が発生したことによる景気の低迷感は未だぬぐいきれていない状況となっ

ております。

　こうした厳しい環境の下で、当社グループにおきましては、昨年5月のマッコーリー・グッドマン・ジャパンとの提携

を最大限に活用し、引き続き収益機会の拡大に努めていく所存であります。

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。 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

　　　該当事項はありません。  

　(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　　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19年６月20日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 ※1  33,058,425   7,217,263   12,323,276  

２．営業未収入金   456,126   464,740   616,668  

３．たな卸資産 ※1  1,664,374   16,930,477   17,747,869  

４．繰延税金資産   68,813   90,233   172,784  

５．短期貸付金   655,000   －   －  

６．その他 ※1  37,594   2,537,350   2,514,514  

流動資産合計   35,940,335 90.7  27,240,066 29.6  33,375,113 36.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物  47,810   81,684   81,684   

減価償却累計額  4,645 43,165  17,774 63,910  14,199 67,485  

（2）車両運搬具  9,416   23,494   23,494   

減価償却累計額  4,563 4,852  9,613 13,881  8,095 15,398  

（3）工具器具備品  74,387   112,140   111,704   

減価償却累計額  18,830 55,557  51,842 60,298  44,914 66,789  

有形固定資産合計   103,575 0.2  138,089 0.2  149,674 0.2

２．無形固定資産   21,680 0.1  19,104 0.0  18,566 0.0

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券   3,064,054   690,501   1,473,664  

（2）出資金   109,000   －   －  

（3）投資用不動産 ※1  －   62,570,161   54,189,852  

（4）繰延税金資産　   －   336,349   277,381  

（5）その他 ※1  408,694   786,071   799,595  

投資その他の資産合
計

  3,581,749 9.0  64,383,083 70.0  56,740,493 62.7

固定資産合計   3,707,005 9.3  64,540,277 70.2  56,908,734 62.9

Ⅲ　繰延資産           

１．社債発行費 ※1  －   146,720   156,501  

繰延資産合計　   －   146,720 0.2  156,501 0.2

資産合計   39,647,341 100.0  91,927,064 100.0  90,440,349 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月20日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月20日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   297,627   －   315  

２．短期借入金 ※1  2,420,000   1,200,000   9,500,000  

３．1年以内償還予定社
債　

※1  －   924,000   720,720  

４．1年以内返済予定長
期借入金　

※1  －   1,848,000   1,441,440  

５. 未払金   124,813   －   －  

６．未払費用   84,774   －   －  

７．未払法人税等   229,559   146,050   1,133,368  

８．賞与引当金   85,200   74,748   －  

９．役員賞与引当金   113,160   26,410   43,800  

10．その他   303,616   1,707,334   961,301  

流動負債合計   3,658,752 9.2  5,926,542 6.4  13,800,944 15.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※1  －   14,076,000   10,979,280  

２．長期借入金 ※1  －   34,392,000   28,198,560  

３．預り敷金   304,959   －   －  

４．預り保証金   1,400   －   －  

５．預り敷金保証金　   －   1,222,215   1,131,053  

６．その他   －   9,578   －  

固定負債合計   306,359 0.8  49,699,794 54.1  40,308,893 44.5

負債合計   3,965,112 10.0  55,626,337 60.5  54,109,838 59.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   16,971,900 42.8  16,978,188 18.5  16,977,938 18.8

２．資本剰余金   16,951,900 42.8  16,958,188 18.4  16,957,938 18.7

３．利益剰余金   1,758,428 4.4  2,298,092 2.5  2,351,466 2.6

株主資本合計   35,682,228 90.0  36,234,468 39.4  36,287,342 40.1

Ⅱ　新株予約権   － －  66,258 0.1  43,168 0.1

純資産合計   35,682,228 90.0  36,300,727 39.5  36,330,510 40.2

負債純資産合計   39,647,341 100.0  91,927,064 100.0  90,440,349 100.0
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   1,088,409 100.0  3,867,942 100.0  3,615,190 100.0

Ⅱ　営業原価   274,986 25.3  2,605,734 67.4  1,194,197 33.0

営業総利益   813,422 74.7  1,262,207 32.6  2,420,993 67.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1  287,414 26.4  474,369 12.2  1,346,542 37.3

営業利益   526,008 48.3  787,838 20.4  1,074,451 29.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  2   366   48,830   

２．出資分配金  2,539   －   4,537   

３．投資有価証券売却
益 

 23,236   －   23,236   

４．匿名組合出資持分
利益

 14,755   4,898   904,628   

５．受取移転補償金　  －   2,468   －   

６．その他  329 40,864 3.8 3,065 10,799 0.3 394,235 1,375,469 38.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  6,453   273,592   48,284   

２．株式交付費  145,047   166   149,686   

３．融資手数料  －   31,075   178,316   

４．匿名組合出資持分
損失　

 －   10,771   250,590   

５．持分法投資損失  －   13,103   12,839   

６．その他  9,290 160,791 14.8 9,781 338,490 8.8 1,711 641,428 17.7

経常利益   406,080 37.3  460,147 11.9  1,808,491 50.0

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 6,391   －   15,902   

２．その他  － 6,391 0.6 － － － 110,209 126,111 3.5

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益

  399,689 36.7  460,147 11.9  1,682,380 46.5

法人税、住民税及
び事業税

 232,621   335,160   1,302,655   

法人税等調整額  △32,751 199,869 18.4 33,161 368,322 9.5 △413,134 889,521 24.6

第１四半期（当
期）純利益

  199,820 18.3  91,824 2.4  792,858 21.9
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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19年３月21日　至　平成19年６月20日）　　　　　　　　

株主資本
 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,780,025 1,760,025 1,760,657 5,300,707 5,300,707

第１四半期中の変動額

新株の発行 15,191,875 15,191,875 － 30,383,750 30,383,750

剰余金の配当 － － △202,050 △202,050 △202,050

第１四半期純利益 － － 199,820 199,820 199,820

第１四半期中の変動額合計
（千円）

15,191,875 15,191,875 △2,229 30,381,520 30,381,520

平成19年６月20日　残高（千円） 16,971,900 16,951,900 1,758,428 35,682,228 35,682,228

  

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20日）

株主資本
新株予約権  純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成20年３月20日　残高（千円） 16,977,938 16,957,938 2,351,466 36,287,342 43,168 36,330,510

第１四半期中の変動額

新株の発行 250 250  500  500

剰余金の配当   △145,199 △145,199  △145,199

第１四半期純利益   91,824 91,824  91,824

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額）

    23,090 23,090

第１四半期中の変動額合計
（千円）

250 250 △53,374 △52,874 23,090 △29,783

平成20年６月20日　残高（千円） 16,978,188 16,958,188 2,298,092 36,234,468 66,258 36,300,727

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

株主資本
 新株予約権  純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,780,025 1,760,025 1,760,657 5,300,707 － 5,300,707

連結会計年度中の変動額

新株の発行 15,197,913 15,197,913  30,395,826  30,395,826

剰余金の配当(注）   △202,050 △202,050  △202,050

当期純利益   792,858 792,858  792,858

株主資本以外の項目の当期中の
変動額（純額） 

    43,168 43,168

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

15,197,913 15,197,913 590,808 30,986,635 43,168 31,029,803

平成20年３月20日　残高（千円） 16,977,938 16,957,938 2,351,466 36,287,342 43,168 36,330,510

  (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。
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

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19年３月21日
至　平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前第１
四半期（当期）純
利益

 399,689 460,147 1,682,380

減価償却費  9,434 446,912 126,658

賞与引当金の増減
額（△：減少）

 85,200 74,748 －

役員賞与引当金の
増加額
（△：減少）

 17,160 26,410 △52,200

受取利息及び受取
配当金

 △2 △366 △48,830

出資分配金  △2,539 － △4,537

匿名組合出資持分
損益

 △14,755 5,873 △654,037

支払利息  6,453 273,592 48,284

株式交付費  145,047 － 149,686

融資手数料  － 31,075 178,316

持分法投資損益  － 13,103 4,502

固定資産除売却損  6,391 － 15,902

投資有価証券売却
益

 △23,236 － △23,236

その他損益  9,282 33,038 △268,890

売上債権の増減額
（△：増加）

 199,060 87,266 106,572

たな卸資産の増減
額（△：増加）

 △1,664,091 808,012 △17,814,024

未払消費税等の増
減額（△：減少）

 △65,970 △151,048 △1,798,253

営業未払金の増減
額（△：減少）

 288,093 △315 －

未払金の増減額
（△：減少）

 △77,120 △249,961 163,708

未払費用の増減額
（△：減少）

 6,437 357,381 50,628

預り金の増減額
（△：減少）

 △17,679 486,338 11,205

その他の増減額
（△：減少）

 96,743 △326,717 △11,346

小計  △596,401 2,375,491 △18,137,512
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

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19年３月21日
至　平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の
受取額

 2 4,886 44,309

利息の支払額  △11,317 △250,400 △21,319

法人税等の支払額  △937,634 △1,308,990 △1,120,341

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △1,545,350 820,988 △19,234,864

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金の預入れ
による支出

 △700,000 － －

有形固定資産の取
得による支出

 △56,353 △1,166 △153,313

無形固定資産の取
得による支出

 △2,507 △3,800 △8,946

敷金保証金の差入
による支出

 △132,062 △8,497 △139,062

敷金保証金の返戻
による収入

 4,000 － 25,141

預り敷金保証金の
返戻による支出　

 △5,000 － －

預り敷金保証金の
預りによる収入

 － 91,162 884,121

投資有価証券の取
得による支出

 △32,000 － △598,200

投資有価証券の売
却による収入

 233,200 － 612,299

出資分配金・優先
出資配当金の収入

 2,539 148,338 748,377

短期貸付金の純増
減額 
（△：増加）

 △655,000 500,000 △500,000

匿名組合出資の払
戻による収入

 374,647 615,847 2,339,789

投資用不動産の取
得による支出

 － △8,801,829 △54,189,852

その他増減額
（△：減少）

 25,972 22,021 △371,247

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △942,564 △7,437,923 △51,350,891
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

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19年３月21日
至　平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

長期借入による収
入

 － 6,600,000 29,640,000

社債の発行による
収入

 － 3,300,000 11,543,498

短期借入金の純増
減額（△：減少）

 1,790,000 △8,300,000 8,870,000

株式の発行による
収入

 30,238,703 － 30,246,139

配当金の支払によ
る支出

 △169,050 △58,335 －

その他増減額
（△：減少）

 △1,840 △30,741 △379,134

財務活動による
キャッシュ・フロー

 31,857,812 1,510,922 79,920,503

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額

 29,369,896 △5,106,012 9,334,747

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 2,988,528 12,323,276 2,988,528

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期末残高

※1 32,358,425 7,217,263 12,323,276
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　　６社 

　　連結子会社の名称 

・㈱ジェイ・レップ・ロジス

ティックス総合研究所 

・ジェイ・レップ・インベストメ

ント㈱ 

・ジェイ・レップ・リート・マネ

ジメント㈱

・ジェイ・レップ・Ｂ匿名組合

・ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガン

マ匿名組合

・ＧＫロジみらい１匿名組合

　ＧＫロジみらい１匿名組合は新

規設立により子会社となったため、

当連結会計年度から連結の範囲に

含めております。 

（1）連結子会社の数　　８社 

　　連結子会社の名称 

・㈱ジェイ・レップ・ロジス

ティックス総合研究所 

・ジェイ・レップ・インベストメ

ント㈱ 

・ジェイ・レップ・ファンド・マ

ネジメント㈱

・ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガン

マ匿名組合

・ＧＫロジみらい１匿名組合

・エムジージェイフォー特定目的

会社

・エムジージェイワン特定目的会

社

　・有限会社ジェイレップＣ

(1) 連結子会社の数　　８社

連結子会社の名称

 ・㈱ジェイ・レップ・ロジスティッ

クス総合研究所

 ・ジェイ・レップ・インベストメン

ト㈱

 ・ジェイ・レップ・リート・マネジ

メント㈱

 ・ＪＲＥＰ・ロジファンド・ガンマ

匿名組合

 ・ＧＫロジみらい１匿名組合

 ・ロジみらいテン特定目的会社

 ・エムジージェイワン特定目的会社

 ・有限会社ジェイレップＣ

 ジェイ・レップ・リート・マネジ

メント㈱は平成20年4月11日に

ジェイ・レップ・ファンド・マネ

ジメント㈱に商号変更しておりま

す。

 ロジみらいテン特定目的会社は平

成20年4月18日にエムジージェイ

フォー特定目的会社に商号変更し

ております。

（連結範囲の変更） 

エムジージェイワン特定目的会社、

GKロジみらい１匿名組合及びロジ

みらいテン特定目的会社は新規設

立のため、有限会社ジェイレップ

Ｃは、今期融資を実行したことに

より、当連結会計年度から連結の

範囲に含めております。

 前連結会計年度において連結子会

社でありました、ジェイ・レッ

プ・Ｂ匿名組合は匿名組合契約終

了のため、連結の範囲から除外し

ております。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

　該当事項はありません。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

　主要な非連結子会社

 ・ジェイ・レップ・ロジスティク

ス投資法人

 （連結の範囲から除いた理由）

ジェイ・レップ・ロジスティク

ス投資法人は解散し、清算手続中

であり、かつ、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金は、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

・主要な非連結子会社

 ジェイ・レップ・ロジスティク

ス投資法人

 （連結の範囲から除いた理由）

 ジェイ・レップ・ロジスティ

クス投資法人は解散し、清算

手続中であり、かつ、総資産、

売上高、当期純損益及び利益

剰余金は、連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

めであります。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

２．持分法の適用に関する事

項

 (1) 持分法適用の関連会社数　２社

・グローバル・リート・パートナー

ズＦ号匿名組合

・グローバル・デベロップメントＡ

号匿名組合

 (1) 持分法適用の関連会社数　１社

・グローバル・リート・パートナー

ズＦ号匿名組合

(1) 持分法適用の関連会社数  １社

 ・グローバル・リート・パート

ナーズＦ号匿名組合

 （持分法の適用範囲の変更）

　前連結会計年度において持分法

適用会社でありましたグローバ

ル・デベロップメントＡ号匿名組

合は匿名組合出資持分を全額譲渡

したことにより、当連結会計年度

から持分法の適用範囲から除外し

ております。

 (2) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社 

　該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

・ジェイ・レップ・ロジスティクス

投資法人

 （持分法を適用しない理由）

　ジェイ・レップ・ロジスティクス

投資法人は解散し、清算手続中で

あり、かつ、総資産、売上高、当

期純利益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社

・ジェイ・レップ・ロジスティクス

投資法人

 （持分法を適用しない理由）

ジェイ・レップ・ロジスティクス

投資法人は解散し、清算手続中で

あり、かつ、総資産、売上高、当

期純利益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社のうち、ジェイ・レッ

プ・リート・マネジメント㈱の決算

日は３月末日であり、ジェイ・レッ

プ・Ｂ匿名組合及びＪＲＥＰ・ロジ

ファンド・ガンマ匿名組合の決算日

は９月末日であり、ＧＫロジみらい

１匿名組合の決算日は11月末日であ

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、ジェイ・レッ

プ・ファンド・マネジメント㈱の決

算日は３月末日、エムジージェイワ

ン特定目的会社の決算日は２月末日

及び８月末日、ＧＫロジみらい１匿

名組合の決算日は11月末日、ＪＲＥ

Ｐ・ロジファンド・ガンマ匿名組合、

エムジージェイフォー特定目的会社

有限会社ジェイレップＣの決算日は

９月末日であります。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、ジェイ・

レップ・リート・マネジメント㈱

の決算日は３月末日、エムジー

ジェイワン特定目的会社の決算日

は２月末日及び８月末日、ＧＫロ

ジみらい１匿名組合の決算日は11

月末日、ＪＲＥＰ・ロジファン

ド・ガンマ匿名組合、ロジみらい

テン特定目的会社及び有限会社

ジェイレップＣの決算日は９月末

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

時価のないもの

 移動平均法による原価法

 ただし、匿名組合出資金は、

個別法によっております。

 なお、当社の計算で営業され

ている場合には、匿名組合財産

のうち当社持分割合に相当する

部分を、出資者である当社の資

産及び負債として貸借対照表に

計上し、損益計算書についても

同様に処理しております。

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

ただし、匿名組合出資金は、

個別法によっております。

　　なお、当社及び連結子会社の計

算で営業されている場合には、

匿名組合財産のうち当社及び連

結子会社持分割合に相当する部

分を、出資者である当社及び連

結子会社の資産及び負債として

貸借対照表に計上し、損益計算

書についても同様に処理してお

ります

①　有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

 ②　たな卸資産

仕掛販売用不動産

  　　個別法による原価法

貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 

②　たな卸資産

販売用不動産

　　個別法による原価法

仕掛販売用不動産

同左　　　

貯蔵品 

同左 

②　たな卸資産

 　　販売用不動産

同左

 　　仕掛販売用不動産

同左

貯蔵品

同左

(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。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。  

建物　　　　 　 ３～15年  

工具器具備品　　３～10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　　　　 　 ３～15年  

工具器具備品　　３～15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　　　　 　 ３～15年  

　工具器具備品　　３～15年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産及び

販売用不動産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益が

19,495千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

 ②　無形固定資産

 定額法によっております。

 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（３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

②　無形固定資産

　　　　　　同左

 ③　投資用不動産　

－

③　投資用不動産　

定額法によっております。　

③　投資用不動産　

－

(3）重要な繰延資産の処理

方法

①　株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

①　株式交付費

同左

②　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。

①　株式交付費

同左

 ②　社債発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基

準

①　賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当第

１四半期連結会計期間の負担額を

計上しております。

 ②　役員賞与引当金

　当社は、役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき当第１四半期に見合

う分を計上しております。

①　賞与引当金

同左 

 

 

 

 ②　役員賞与引当金

同左 

①　賞与引当金

－ 

 

 

 

 ②　役員賞与引当金

　当社は、役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

(6）その他四半期連結財務

諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

なお、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。

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりま

す。

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

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．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　該当事項はありません。

 

同左

 

同左

 

７．四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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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

─────  ───── （ストックオプション等に関する会計基準等）

当連結会計年度から、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第

8号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年５月31日　企業会計基準

適用指針第11号）を適用しております。

 これにより、営業利益、経常利益、税金等

調整前当期純利益が43,168千円減少しており

ます。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度　
（自　平成19年３月21日　
至　平成20年３月20日）　

　 ─────

 

 

　（連結貸借対照表）　

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記して

おりました、「出資金」（当第１四半期連結期

間は138,001千円）については金額的重要性を

勘案し、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示することにしました。

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記して

おりました、「未払金」（当第１四半期連結会

計期間は158,969千円）及び「未払費用」（当

第１四半期連結会計期間は486,172千円）につ

いては金額的重要性を勘案し、流動負債の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記して

おりました、「預り敷金」（当第１四半期連結

会計期間は1,220,815千円）及び「預り保証

金」（当連第１四半期連結会計期間は1,400千

円）については金額的重要性を勘案し、「預り

敷金保証金」に含めて表示することにしました。

　（損益計算書）

　「匿名組合出資持分損失」、「持分法投資損

益」及び「融資手数料」は、前第１四半期連結

会計期間まで、「その他」に含めて表示してお

りましたが、当第１四半期連結会計期間におい

て、金額的重要性を勘案し区分掲記いたしまし

た。なお、前第１四半期連結会計期間の「匿名

組合出資持分損失」は131千円、「持分法投資

損失」は5,432千円及び「融資手数料」は1,840

千円であります。

　（キャッシュ・フロー計算書）

　「持分法投資損益」及び「融資手数料」は、

前第１四半期連結会計期間まで、「その他損

益」に含めて表示しておりましたが、当第１四

半期連結会計期間において、金額的重要性を勘

案し区分掲記いたしました。なお、前第１四半

期連結会計期間の「持分法投資損益」は5,432

千円及び「融資手数料」は1,840千円でありま

す。

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記して

おりました、「株式交付費」（当第１四半期連

結会計期間は166千円）については金額的重要

性を勘案し、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他損益」に含めて表示することに

しました。

　前第１四半期連結会計期間まで区分掲記して

おりました、「株式の発行による収入」（当第

１四半期連結会計期間は333千円）については

金額的重要性を勘案し、財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他増減額」に含めて表示

することにしました。

（連結貸借対照表）　

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました、

「出資金」（当連結会計年度は138,001千円）、

「差入保証金」（当連結会計年度は63,736千円）、

「敷金」（当連結会計年度は291,747千円）及

び「供託金」（当連結会計年度は43,100千円）

については金額的重要性を勘案し、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示することにし

ました。

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました、

「未払金」（当連結会計年度は366,362千円）、

「未払費用」（当連結会計年度は155,755千円）、

「未払消費税等」（当連結会計年度は93,459千

円）及び「前受金」（当連結会計年度は237,031

千円）については金額的重要性を勘案し、流動

負債の「その他」に含めて表示することにしま

した。

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました、

「預り敷金」（当連結会計年度は1,129,653千

円）及び「預り保証金」（当連結会計年度は

1,400千円）については金額的重要性を勘案し、

「預り敷金保証金」に含めて表示することにし

ました。
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追加情報

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

（販売用不動産）

当社グループは、平成19年５月17日に

マッコーリー・グッドマン・ジャパンと

の資本提携及び第三者割当増資を行い、

従来の不動産仲介業務あるいはアセット

マネジメント業務に伴うフィービジネス

に加え、自己資金（勘定）による不動産

投資・開発事業の本格的な展開を行うこ

とになりました。

　この事業方針の変更に伴い、従来、投

資用不動産として投資その他の資産に計

上していた物件については、たな卸資産

の仕掛販売用不動産（2,287,724千円）

に振替えております。

─────  （販売用不動産）

 当社グループは、平成19年５月17日に

マッコーリー・グッドマン・ジャパンと

の資本提携及び第三者割当増資を行い、

従来の不動産仲介業務あるいはアセット

マネジメント業務に伴うフィービジネス

に加え、自己資金（勘定）による不動産

投資・開発事業の本格的な展開を行うこ

とになりました。

この事業方針の変更に伴い、従来、投

資用不動産として投資その他の資産に計

上していた物件については、たな卸資産

の仕掛販売用不動産（12,888,986千円）

及び販売用不動産（4,846,733千円）に

計上しております。
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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19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月20日）

前連結会計年度
（平成20年３月20日）

　※1　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。

　定期預金　　　      700,000千円

　仕掛販売用不動産　1,216,800千円

　担保付債務は、次のとおりであります。　

　短期借入金　       920,000千円

　※1　担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及びこれに対応する

債務は次のとおりであります。

①担保に供している資産

現金及び預金 3,579,627千円

たな卸資産 6,588,798

流動資産その他　 2,015,624

投資用不動産 62,570,161

投資その他の資産その他

　
240,987

社債発行費　 146,720

計 75,141,919

　②上記に対応する債務

1年以内償還予定社債 924,000千円

1年以内返済予定長期借

入金
1,848,000

社債　 14,076,000

長期借入金　 34,392,000

計 　51,240,000

※1　担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及びこれに対応する

債務は次のとおりであります。

 ①担保に供している資産

現金及び預金 2,577,117千円

たな卸資産 6,543,073    

流動資産その他 1,829,062    

投資用不動産 54,189,852    

投資その他の資産その他 263,009    

社債発行費 156,501    

 計 65,558,617    

②上記に対応する債務

1年以内償還予定社債 720,720千円

1年以内返済予定長期借

入金 
1,441,440    

社債 10,979,280    

長期借入金 28,198,560    

 計 41,340,000    

　2　保証債務

当社グループがアセットマネジメント契

約を締結している特別目的会社等（以下

「借入人」という）が、金融機関（以下

「貸付人」という）からノンリコース条件

のローンによる資金調達を行う際に、ノン

リコース条件の例外として、借入人及びア

セット・マネージャー並びにそれらの社員、

役員・従業員等の詐欺行為や故意・重過失

による不法行為等により貸付人に損害等が

発生した場合、借入人が責任財産又はそれ

を換価して得た対価により当該損害等を補

填できなかった部分について補填する補償

責任を負っております。　

　2　保証債務

同左

　　2　保証債務

同左
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20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。

役員報酬 35,600千円

給料手当等 74,129千円

地代家賃 23,369千円

租税公課 18,009千円

賞与引当金繰入額 17,531千円

※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。

役員報酬 43,066千円

給料手当等 90,165千円

地代家賃 33,522千円

賞与引当金繰入額 29,058千円

役員賞与引当金繰入額 26,410千円

※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。

役員報酬    167,750千円

給料手当等   395,206千円

業務委託費    94,635千円

役員賞与引当金繰入額     43,800千円

  

※2　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

建物 5,900千円 

工具器具備品 490千円 

 合計 6,391千円 

　　　　　　　　───── ※2　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

建物     14,831千円

工具器具備品 1,070千円

 合計 15,902千円

（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19年３月21日　至　平成19年６月20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　　　　　（注）１ 67,350 76,400 － 143,750

合計 67,350 76,400 － 143,750

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加76,400株は、第三者割当による新株の発行による増加75,950株、ストックオ

プションの行使による新株の発行による増加450株であります。

自己株式はありません。　

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月12日

定時株主総会
普通株式 202,050 3,000 平成19年３月20日 平成19年６月13日

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20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　　　　　（注） 145,199 60 － 145,259

合計 145,199 60 － 145,259

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加60株は、ストックオプションの行使による新株の発行による増加であります。

自己株式はありません。　
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半期
連結会計期間
末残高
（千円）

前連結会計年
度末

当第１四半期
連結会計期間
増加

当第１四半期
連結会計期間
減少

当第１四半期
連結会計期間
末

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 66,258

 合計 － － － － － 66,258

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20年６月19日

定時株主総会
普通株式 145,199 1,000 平成20年３月20日 平成20年６月20日

前連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20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　　　　　　（注） 67,350 77,849 － 145,199

　合計 67,350 77,849 － 145,199

 　(注）普通株式の発行済株式総数の増加77,849株は、第三者割当増資により75,950株、ストックオプションの行使によ

る新株の発行による増加1,899株であります。

自己株式はありません。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社） ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 43,168

合計 － － － － － 43,168
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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19年６月12日

定時株主総会
普通株式 202,050 3,000 平成19年３月20日 平成19年６月13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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 145,199 利益剰余金 1,000 平成20年３月20日 平成20年６月20日

（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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

※1　現金及び現金同等物の期末残高と第１四

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

 　　　　　　　　（平成19年６月20日現在）

現金及び預金勘定 33,058,425千円 

預入期間が３か月を

超える定期預金 

700,000千円 

 合計 32,358,425千円 

※1　現金及び現金同等物の期末残高と第１四

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

 　　　　　　　　（平成20年6月20日現在）

 現金及び現金同等物の四半期連結会計期間

末残高（7,217,263千円）と第１四半期連結

貸借対照表に掲載されている科目の金額は同

額であります。

　※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　（平成20年3月20日現在）

　 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高

（12,323,276千円）と連結貸借対照表に掲載

されている科目の金額は同額であります。
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月21日

至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年３月21日

至　平成20年６月20日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

当社グループが保有するリース物件１件当

たりの金額が少額であるため、注記を省略し

ております。

同左 　同左

（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成19年６月20日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

匿名組合出資金 2,818,838

合計 2,818,838

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月20日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 区　分 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

匿名組合出資金 426,511

投資法人投資口 89,790

非上場優先出資 174,200

合計 690,501

前連結会計年度（平成20年３月20日現在）

１．時価評価されていない有価証券の内容

区　分
連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　匿名組合出資金 1,209,674

  投資法人投資口 89,790

　非上場優先出資 174,200

 合計 1,473,664

（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19年３月21日

至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年３月21日

至　平成20年６月20日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

当社グループはデリバティブ取引を全く

行っておりませんので、該当事項はありませ

ん。

同左 　同左
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月21日　至　平成19年６月20日）

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20年３月21日　至　平成20年６月20日）

 １．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 営業原価　　　　　 　 12,491千円

 販売費及び一般管理費　10,598千円

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

営業原価　　　　　 　 24,292千円

販売費及び一般管理費　18,875千円

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 

平成17年第１回

ストック・オプション

平成17年第２回

ストック・オプション

平成18年ストック・オプショ

ン

平成19年ストック・オプショ

ン

付与対象者の区分及び

人数

 当社役員　　  　３名

 当社従業員　　  15名

 入社予定者　　  ２名

 外部協力者　　  ２名

 当社及び子会社役員 ７名

 当社従業員　　     ４名

 入社予定者　　     ４名

 出向受入予定者     １名

 外部協力者　    　 １名

 当社役員　　 　 ２名

 当社従業員　 　 19名

 当社受入出向者  ２名

 入社予定者　　  11名

 当社役員　　 　 ５名

 当社従業員　 　 107名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注1）

 普通株式　1,500株（注2）  普通株式　4,500株（注2）  普通株式　1,500株（注2） 普通株式　1,000株

付与日 平成17年６月１日 平成17年８月31日 平成18年３月14日 平成19年10月1日

権利確定条件
権利確定条件は付されており

ません。

権利確定条件は付されており

ません。

権利確定条件は付されており

ません。

付与日（平成19年10月1日）

以降権利確定日（平成21年9

月28日または平成23年6月30

日）まで継続して勤務してい

ること。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありま

せん。

対象勤務期間の定めはありま

せん。

対象勤務期間の定めはありま

せん。
（注4)

権利行使期間
平成19年４月14日から

平成25年４月13日まで

平成19年６月25日から

平成25年６月24日まで

平成20年２月28日から

平成26年２月27日まで

平成21年９月29日から

平成26年６月30日まで

権利行使価格（注

3）（円）
8,334 8,334 226,667 476,000

付与日における公

正な評価単価

（円） 

－ － － (注5)

 （注）1．株式数に換算して記載しております。

 2．なお、上記に掲載されたストック・オプション数は、平成18年９月21日付株式分割（株式１株につき３株）に

よる分割後の株式数に換算して記載しております。

3．なお、上記に掲載された権利行使価格は、平成18年９月21日付株式分割（株式１株につき３株）による権利行

使価格の調整を行っております。

　4．1,000株のうち543株について２年間（自平成19年10月1日　至平成21年９月28日）、457株について３年9ヶ月

間（自平成19年10月1日　至平成23年６月30日）

　5.権利行使期間が平成21年9月29日から平成26年6月30日となる評価単価は248,400円、また、権利行使期間が平成

23年7月1日から平成26年6月30日となる評価単価は265,400円となっております。
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(6）セグメント情報

【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19年３月21日　至　平成19年６月20日）

 
不動産仲介関

連事業
（千円）

アセットマネ
ジメント事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．営業収益及び営業利益       

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 324,911 756,871 6,626 1,088,409 － 1,088,409

(2）セグメント間の内部営業収益又

は振替高
－ 309 14,609 14,919 (14,919) －

計 324,911 757,181 21,235 1,103,329 (14,919) 1,088,409

営業費用 146,974 221,493 30,293 398,761 163,640 562,401

営業利益(△営業損失) 177,937 535,687 △9,057 704,567 (178,559) 526,008

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な業務内容

 　　　　　(1)不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務

 　　　　　(2)アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成及び管理事業

 　　　　　(3)その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関する調査・コン

サルティング事業等

 　　　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178,559千円であり、その主なもの

は提出会社の管理部門にかかる費用であります。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20日）

 
不動産仲介関

連事業
（千円）

アセットマネ
ジメント事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．営業収益及び営業利益       

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 253,451 3,611,407 3,083 3,867,942 － 3,867,942

(2）セグメント間の内部営業収益又

は振替高
－ － 12,050 12,050 (12,050) －

計 253,451 3,611,407 15,133 3,879,992 (12,050) 3,867,942

営業費用 209,823 2,534,308 38,189 2,782,320 297,783 3,080,103

営業利益(△営業損失) 43,628 1,077,098 △23,055 1,097,671 (309,833) 787,838

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な業務内容

 　　　　　(1)不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務

 　　　　　(2)アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成、管理事業及び自己資金（勘定）による不動産投資・

開発事業

 　　　　　(3)その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関する調査・コン

サルティング事業等

 　　　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307,193千円であり、その主なもの

は提出会社の管理部門にかかる費用であります。
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前連結会計年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

不動産仲介
関連事業
（千円）

アセットマネ
ジメント事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．営業収益及び営業利益

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 696,330 2,880,747 38,112 3,615,190 － 3,615,190

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高
－ － 67,718 67,718 (67,718) －

計 696,330 2,880,747 105,831 3,682,909 (67,718) 3,615,190

営業費用 594,354 1,016,639 123,504 1,734,498 806,240 2,540,739

営業利益(△営業損失) 101,975 1,864,107 △17,673 1,948,410 (873,959) 1,074,451

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２. 各事業の主な業務内容

(1) 不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務

(2) アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成及び管理事業及び自己資金（勘定）による不動産

投資・開発

(3) その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関連する調査・

コンサルティング事業等

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866,503千円であり、その主なもの

は提出会社の管理部門にかかる費用であります。

 ４．「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第8号）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年5月31日

　企業会計基準適用指針第11号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「不動産仲介関連事業」で9,523千円、「アセットマネジメント事業」で19,328千円及び「消去又は全社」で

12,088千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しており、また「その他事業」で2,228

セ年営業費用が増加し、営業損失が同額増加しております。

　５．「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」４．(2)に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合と比較して、営業費用が「不動産仲介関連事業」で1,690千円、「アセットマネジメント事業」で16,180

千円及び「消去又は全社」で1,416千円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しており、また、「そ

の他事業」で208千円営業費用が増加し、営業損失が同額増加しております。

【所在地別セグメント情報】

   前第１四半期連結会計期間、当第１四半期連結会計期間及び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。

【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間、当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外営業収益がないため、

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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１株当たり純資産額 248,224.19円

１株当たり第１四半期

純利益金額
2,552.15円

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

2,368.72円

１株当たり純資産額 249,447.32円

１株当たり第１四半期

純利益金額
639.17円

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

623.19円

１株当たり純資産額 249,914.54円

１株当たり当期純利

益金額
6,191.16円

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

5,978.65円

　当社は、平成18年９月21日付で株式

１株につき３株の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

結会計期間における１株当たりの情報

については、以下のとおりとなります。

前第１四半期連結会計期間

 １株当たり純資産　　 56,568.85円

 １株当たり第１四半期純利益金額

1,668.67円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額

1,498.91円
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　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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19年３月21日
至　平成19年６月20日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日)

１株当たり第１四半期（当期）純

利益金額
   

第１四半期（当期）純利益

（千円） 
199,820 91,824 792,858

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益（千円）
199,820 91,824 792,858

期中平均株式数（株） 78,295 143,662 128,063

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整

額（千円） 
－ － －

普通株式増加数（株） 6,063 3,684 4,552

（うち新株予約権） (6,063) (3,684) (4,552)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 ──────  権利行使価格が期中平均

株価を超える新株予約権

 1,400個

　権利行使価格が期中平

均株価を超える新株予約

権

　995個
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

1. 　　　　 ────── 1. 　　　　 ────── 1．ストック・オプションの発行

  当社は、平成20年５月20日開催の取

締役会において、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に基づき、当

社取締役、監査役及び従業員に対し、

ストック・オプションとして金銭の払

込みを要することなく発行する新株予

約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することを決議しております。
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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19年６月20日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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 ※1  32,498,875   2,771,439   8,156,522  

２．営業未収入金   364,474   32,987   36,684  

３．たな卸資産
※
1,2
　

 1,664,694   18,195,465   19,252,413  

４．短期貸付金   300,000   －   －  

５．繰延税金資産   33,679   55,523   65,806  

６．その他   77,175   634,475   570,709  

流動資産合計   34,938,899 90.5  21,689,890 44.5  28,082,137 50.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物  45,981   79,855   79,855   

減価償却累計額  4,452 41,528  17,154 62,700  13,665 66,189  

（2）車両運搬具  9,416   23,494   23,494   

減価償却累計額  4,563 4,852  9,613 13,881  8,095 15,398  

（3）工具器具備品  71,443   107,442   104,068   

減価償却累計額  18,520 52,922  49,769 57,673  42,420 61,647  

有形固定資産合計   99,303 0.2  134,255 0.3  143,235 0.2

２．無形固定資産   21,201 0.1  17,544 0.0  16,513 0.1

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券   3,071,677   591,184   1,361,243  

（2）関係会社株式   －   360,000   360,000  

（3）その他関係会社有
価証券

  －   25,379,204   25,392,307  

（4）出資金   109,000   141,001   141,001  

（5）投資用不動産   －   －   －  

 (6) その他   381,194   374,581   393,892  

投資その他の資産合
計

  3,561,872 9.2  26,845,971 55.2  27,648,446 49.5

固定資産合計   3,682,377 9.5  26,997,771 55.5  27,808,195 49.8

資産合計   38,621,276 100.0  48,687,662 100.0  55,890,333 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   302,940   －   315  

２．短期借入金 ※1  2,420,000   1,200,000   9,500,000  

３．未払金   133,071   218,521   138,260  

４．未払費用   79,084   289,597   145,614  

５．未払法人税等   48,581   93,337   194,304  

６．賞与引当金   44,883   41,964   －  

７．役員賞与引当金   113,160   26,410   43,800  

８．預り金 ※2  －   4,052,519   4,032,813  

９．その他   262,330   246,673   130,346  

流動負債合計   3,404,051 8.8  6,169,024 12.7  14,185,453 25.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※1  －   6,240,000   6,240,000  

２．預り敷金   304,959   －   －  

３．預り保証金   1,400   －   －  

４．預り敷金保証金   －   395,903   432,651  

５．繰延税金負債   －   9,578   －  

固定負債合計   306,359 0.8  6,645,482 13.6  6,672,651 11.9

負債合計   3,710,411 9.6  12,814,506 26.3  20,858,105 37.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   16,971,900 43.9  16,978,188 34.9  16,977,938 30.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  16,951,900   16,958,188   16,957,938   

資本剰余金合計   16,951,900 43.9  16,958,188 34.8  16,957,938 30.3

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  200   200   200   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  986,864   1,870,320   1,052,983   

利益剰余金合計   987,064 2.6  1,870,520 3.8  1,053,183 1.9

株主資本合計   34,910,865 90.4  35,806,897 73.5  34,989,059 62.6

Ⅱ　新株予約権   －   66,258 0.2  43,168 0.1

純資産合計   34,910,865 90.4  35,873,155 73.7  35,032,228 62.7

負債純資産合計   38,621,276 100.0  48,687,662 100.0  55,890,333 100.0
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   578,499 100.0  2,942,140 100.0  1,423,993 100.0

Ⅱ　営業原価   193,175 33.4  1,894,577 64.4  825,752 58.0

営業総利益   385,323 66.6  1,047,562 35.6  598,240 42.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   207,605 35.9  357,011 12.1  1,008,741 70.8

営業利益又は営業損
失（△）

  177,718 30.7  690,550 23.5  △410,500 △28.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  2   181   48,746   

２．受取配当金  －   600,000   －   

３．出資分配金  2,539   －   4,537   

４．投資有価証券売却益  23,236   －   23,236   

５．匿名組合出資持分利
益 

 12,296   4,898   803,851   

６．その他  354 38,430 6.7 20,783 625,862 21.3 383,226 1,263,599 88.7

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  6,453   50,341   44,372   

２．融資手数料  －   9,124   52,940   

３．株式交付費  145,047   －   148,012   

４．匿名組合出資持分損
失

 －   23,875   259,398   

５．その他  9,767 161,268 27.9 166 83,508 2.9 1,140 505,863 35.5

経常利益   54,879 9.5  1,232,905 41.9  347,234 24.4

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※1 6,391   －   15,902   

２．その他  － 6,391 1.1 － － － 110,209 126,111 8.9

税引前第１四半期
（当期）純利益

  48,488 8.4  1,232,905 41.9  221,122 15.5

法人税、住民税及び
事業税

 51,078   222,697   216,561   

法人税等調整額  △17,392 33,685 5.8 47,671 270,369 9.2 △76,360 140,200 9.8

第１四半期（当期）
純利益

  14,803 2.6  962,536 32.7  80,921 5.7
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(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19年３月21日　至　平成19年６月20日）　　　　　　　

株主資本

純資産
合計

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
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20日　残高
（千円）

1,780,025 1,760,025 1,760,025 200 1,174,111 1,174,311 4,714,361 4,714,361

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 15,191,875 15,191,875 15,191,875 － － － 30,383,750 30,383,750

剰余金の配当 － － － － △202,050 △202,050 △202,050 △202,050

第１四半期純利益 － － － － 14,803 14,803 14,803 14,803

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

15,191,875 15,191,875 15,191,875 － △187,246 △187,246 30,196,503 30,196,503

平成19年６月20日　残高
（千円）

16,971,900 16,951,900 16,951,900 200 986,864 987,064 34,910,865 34,910,865
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当第１四半期会計期間（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20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
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20年３月20日　残高
（千円）

16,977,938 16,957,938 16,957,938 200 1,052,983 1,053,183 34,989,059

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 250 250 250    500

剰余金の配当     △145,199 △145,199 △145,199

第１四半期純利益     962,536 962,536 962,536

新株予約権の取得        

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）

250 250 250  817,337 817,337 817,837

平成20年６月20日　残高
（千円）

16,978,188 16,958,188 16,958,188 200 1,870,320 1,870,520 35,806,897

新株予約権 
純資産
合計

平成20年３月20日　残高
（千円）

43,168 35,032,228

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行  500

剰余金の配当  △145,199

第１四半期純利益  962,536

新株予約権の取得 23,090 23,090

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）

23,090 23,090

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

23,090 840,927

平成20年６月20日　残高
（千円）

66,258 35,873,155
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

株主資本

 新株予約権
純資産
合計

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
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20日　残
高
（千円）

1,780,025 1,760,025 1,760,025 200 1,174,111 1,174,311 4,714,361 － 4,714,361

事業年度中の変動額

新株の発行 15,197,913 15,197,913 15,197,913    30,395,826  30,395,826

剰余金の配当     △202,050 △202,050 △202,050  △202,050

当期純利益     80,921 80,921 80,921  80,921

株主資本以外の項目
の当事業年度中の変
動額（純額） 

       43,168 43,168

事業年度中の変動額合
計
（千円）

15,197,913 15,197,913 15,197,913  △121,128 △121,128 30,274,698 43,168 30,317,866

平成20年３月20日　残
高
（千円）

16,977,938 16,957,938 16,957,938 200 1,052,983 1,053,183 34,989,059 43,168 35,032,228
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1) 有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

同左

(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

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

　ただし、匿名組合出資金は、個別

法によっております。

 なお、当社の計算で営業されて

いる場合には、匿名組合財産のう

ち当社持分割合に相当する部分を、

出資者である当社の資産及び負債

として貸借対照表に計上し、損益

計算書についても同様に処理して

おります。

その他有価証券

時価のないもの

同左

 

その他有価証券

時価のないもの

同左

　

 (2) たな卸資産 

仕掛販売用不動産

個別法による原価法

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

(2) たな卸資産  

販売用不動産

個別法による原価法

仕掛販売用不動産　

同左　

貯蔵品

同左

(2) たな卸資産  

販売用不動産　

同左

仕掛販売用不動産　

同左

貯蔵品

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。　

　　　　　

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物　　　　　　 ３～15年

 工具器具備品　 　３～10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　　　　　　 ３～15年

 工具器具備品　 　３～15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　　　　　　 ３～15年

 工具器具備品　 　３～15年

  

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、当事業年

度より平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産及び販売用不動産

については、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しており

ます。

 これにより、営業損失が19,141千円

増加し、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ同額減少しておりま

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、社内における利用可

能期間（３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

 

(2) 無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

(1) 株式交付費

同左

(1) 株式交付費

同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

４．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当第１

四半期会計期間の負担額を計上して

おります。

(2) 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、支給見込額のう

ち当第１四半期会計期間の負担額

を計上しております。 

 

(1) 賞与引当金

同左

 

 

(2) 役員賞与引当金

 同左

(1) 　　　 ―――――

 

 

 

 (2) 役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支払

いに充てるため、支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上しており

ます。 

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

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。

なお、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。 

 (1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

――――― ―――――  （ストックオプション等に関する会計基準

等）

　当事業年度から、「ストックオプション等

に関する会計基準 」（企業会計基準委員会　

平成17年12月27日　企業会計基準第８号）及

び「ストックオプション等に関する会計基準

の適用指針 」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年５月31日　企業会計基準適用指針

第11号）を適用しております。

　これにより、営業損失が43,168千円増加し、

経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ減少

しております。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

──────  （貸借対照表）

 「その他の関係会社有価証券」及び「関係

会社株式」は、前第１四半期会計期間まで、

「投資有価証券」に含めて表示しておりまし

たが、当第１四半期会計期間において、金額

的重要性を勘案し区分掲記いたしました。な

お、前第１四半期末の「その他の関係会社有

価証券」は245,216千円であります。

 前第１四半期会計期間まで区分掲記してお

りました、「預り敷金」（当第１四半期末は

394,503千円）及び「預り保証金」（当第１

四半期末は1,400千円）については、金額的

重要性を勘案し、「預り敷金保証金」として

表示することにしました。

　「預り金」は前第１四半期会計期間まで、

「その他」に含めて表示しておりましたが、

当第１四半期会計期間において、総資産の100

分の５を超えたため、区分掲記しました。な

お、前第１四半期会計期間における「預り金」

の金額は47,169千円であります。

（損益計算書）

　「匿名組合出資持分損失」及び「融資手数

料」は、前第１四半期会計期間まで、「その

他」に含めて表示しておりましたが、当第１

四半期会計期間において、金額的重要性を勘

案し区分掲記いたしました。なお、前第１四

半期会計期間の「匿名組合出資持分損失」は

5,542千円及び「融資手数料」は1,840千円で

あります。

　前第１四半期会計期間まで区分掲記してお

りました、「株式交付費」（当第１四半期会

計期間は166千円）については金額的重要性を

勘案し、営業外費用の「その他」に含めて表

示することにしました。

 （貸借対照表）

 前事業年度まで区分掲記しておりました、

「差入保証金」（当事業年度は63,736千円）、

「敷金」（当事業年度は291,747千円）及び

「供託金」（当事業年度は10,600千円）につ

いては金額的重要性を勘案し、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示することにし

ました。

 「その他の関係会社有価証券」は、前事業

年度まで、「関係会社株式」に含めて表示し

ておりましたが、当事業年度において、金額

的重要性を勘案し区分掲記いたしました。な

お、前事業年度末の「その他の関係会社有価

証券」は250,648千円であります。

 前事業年度まで区分掲記しておりました、

「預り敷金」（当事業年度は431,251千円）

及び「預り保証金」（当事業年度は1,400千

円）については、金額的重要性を勘案し、

「預り敷金保証金」として表示することにし

ました。
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追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

（販売用不動産） 

　当社は、平成19年５月17日にマッコーリー・

グッドマン・ジャパンとの資本提携及び第三

者割当増資を行い、従来の不動産仲介業務あ

るいはアセットマネジメント業務に伴うフィー

ビジネスに加え、自己資金（勘定）による不

動産投資・開発事業の本格的な展開を行うこ

とになりました。

　この事業方針の変更に伴い、従来、投資用

不動産として投資その他の資産に計上してい

た物件については、たな卸資産の仕掛販売用

不動産（1,648,456千円）に振替えておりま

す。 

 

―――――  （販売用不動産）

 当社は、平成19年５月17日にマッコー

リー・グッドマン・ジャパンとの資本提携

及び第三者割当増資を行い、従来の不動産

仲介業務あるいはアセットマネジメント業

務に伴うフィービジネスに加え、自己資金

（勘定）による不動産投資・開発事業の本

格的な展開を行うことになりました。

 この事業方針の変更に伴い、従来、投資

用不動産として投資その他の資産に計上し

ていた物件については、たな卸資産の仕掛

販売用不動産（11,081,049千円）及び販売

用不動産（8,150,151千円）に計上してお

ります。
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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19年６月20日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月20日）

前事業年度末
（平成20年３月20日）

 ※1　担保資産

 　担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

定期預金  700,000千円

仕掛販売用不動産 1,216,800千円

 　上記は短期借入金920,000千円の担保に供

しております。

※1　担保資産

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。

 仕掛販売用不動産　6,588,798千円

上記は長期借入金6,240,000千円の担保

に供しております。

※1　担保資産

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。

 仕掛販売用不動産　　6,543,073千円

上記は長期借入金6,240,000千円の担保

に供しております。

※2　　　　　　　――――― ※2　金融取引として会計処理した資産及び負

債

　「特別目的会社を活用した不動産の流動

化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指

針」（日本公認会計士協会　会計制度委員

会第15号）に準じて、金融取引として会計

処理いたしました当第１四半期末の資産及

び負債は下記のとおりであります。

　販売用不動産　　　3,302,367千円

　 預り金　　　　　　3,691,000千円

※2　金融取引として会計処理した資産及び負

債

 「特別目的会社を活用した不動産の流動

化に係る譲渡人の会計処理に関する実務

指針」（日本公認会計士協会　会計制度

委員会第15号）に準じて、金融取引とし

て会計処理いたしました当事業年度末の

資産及び負債は下記のとおりであります。

販売用不動産　　　3,302,367千円

預り金　　　　　　3,691,000千円

3　保証債務

当社がアセットマネジメント契約を締結

している特別目的会社等（以下「借入人」

という）が、金融機関（以下「貸付人」と

いう）からノンリコース条件のローンによ

る資金調達を行う際に、ノンリコース条件

の例外として、借入人及びアセット・マ

ネージャー並びにそれらの社員、役員・従

業員等の詐欺行為や故意・重過失による不

法行為等により貸付人に損害等が発生した

場合、借入人が責任財産又はそれを換価し

て得た対価により当該損害等を補償できな

かった部分について補填する補償責任を

負っております。

3　保証債務

　　　　　　　 同左

3　保証債務

　　　　　　　 同左

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

 ※1　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。 

 建物  5,900千円

 工具器具備品 490千円

 合計 6,391千円

※１　　　　　　────── ※1　固定資産除却損の内訳は、次のとおりで

あります。

 建物 14,831千円

 工具器具備品 1,070千円

 合計 15,902千円

 2　減価償却実施額   2　減価償却実施額 2　　　　　　──────

 有形固定資産 6,202千円 

 無形固定資産 2,708千円 

 有形固定資産 12,354千円 

 無形固定資産 2,899千円 

㈱日本レップ（8992）平成 21 年３月期第 1四半期財務・業績の概況

－ 40 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成19年３月21日　至　平成19年６月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月21日

至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月21日

至　平成20年６月20日）

前事業年度

（自　平成19年３月21日

至　平成20年３月20日）

当社が保有するリース物件１件当たりの金

額が少額であるため、注記を省略しておりま

す。

同左 　同左

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。

同左 　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19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

１株当たり純資産額 242,858.19円

１株当たり第１四半期

純利益金額
189.06円

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

175.48円

１株当たり純資産額 246,959.95円

１株当たり第1四半期

純利益金額
6,700.00円

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

6,532.48円

１株当たり純資産額 240,973.14円

１株当たり当期純利益

金額
631.89円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
610.20円

　当社は、平成18年９月21日付で株式

１株につき３株の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

計期間における１株当たりの情報につ

いては、以下のとおりとなります。 

前第１四半期会計期間

１株当たり純資産額　 52,884.77円

１株当たり第１四半期純利益金額

287.15円

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額

 257.94円
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　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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１四半期会計期間
(自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日)

前事業年度
(自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日)

１株当たり第１四半期（当期）純

利益金額
   

第１四半期（当期）純利益

（千円） 
14,803 962,536 80,921

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期（当

期）純利益（千円）
14,803 962,536 80,921

期中平均株式数（株） 78,295 143,662 128,063

潜在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調整

額（千円） 
－ － －

普通株式増加数（株） 6,063 3,684 4,552

（うち新株予約権） (6,063) (3,684) (4,552)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

－

　権利行使価格が期中平

均株価を超える新株予約

権

1,400個

権利行使価格が期中平

均株価を超える新株予約

権

995個
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月21日
至　平成19年６月20日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月21日
至　平成20年６月20日）

前事業年度
（自　平成19年３月21日
至　平成20年３月20日）

  1.ストック・オプションの発行

　当社は、平成20年５月20日開催の取

締役会において、会社法第236条、第

238条及び第239条の規定に基づき、当

社取締役、監査役及び従業員に対し、

ストック・オプションとして金銭の払

込みを要することなく発行する新株予

約権の募集事項の決定を当社取締役会

に委任することを決議しております。
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