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1. 21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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 ％

21年8月期 17,138 △70.6 △13,955 ― △15,571 ― △26,705 ―
20年8月期 58,216 44.6 18,319 75.8 16,204 75.1 844 △89.8

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 ％ ％ ％

21年8月期 △57,952.04 ― △82.2 △16.0 △81.4
20年8月期 1,831.76 ― 1.8 12.4 31.5
（参考） 持分法投資損益 21年8月期 △18百万円 20年8月期 4百万円

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8月期 60,411 19,270 31.3 40,988.02
20年8月期 134,569 46,493 34.3 100,009.00
（参考） 自己資本 21年8月期 18,887百万円 20年8月期 46,127百万円

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8月期 7,749 2,158 △16,753 7,924
20年8月期 △27,891 502 9,841 14,727

2. 配当の状況
1株当たり配当金 配当金総額

（合計）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 230 27.3 0.5
21年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年8月期
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期
連結累計期間 14,700 39.9 1,000 ― 650 ― 500 ― 1,085.03

通期 29,600 72.7 2,700 ― 2,000 ― 1,600 ― 3,472.11
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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） 有

（注）詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。

(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）

（注）詳細は、27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」をご覧下さい。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（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、46ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 RD Legendベータ特定目的会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期 460,814株 20年8月期 460,814株
② 期末自己株式数 21年8月期 ―株 20年8月期 ―株

（参考）個別業績の概要

1. 21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年8月期 10,343 △28.6 △3,106 ― △3,532 ― △20,815 ―
20年8月期 14,492 △50.6 2,380 △66.3 11,776 83.1 2,750 △72.2

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

21年8月期 △45,171.29 ―
20年8月期 5,969.14 ―

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8月期 57,953 16,018 27.6 34,761.85
20年8月期 96,494 37,064 38.4 80,433.14
（参考） 自己資本 21年8月期 16,018百万円 20年8月期 37,064百万円

2. 22年8月期の個別業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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。

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

第2四半期
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度のわが国の経済状況は、国際金融市場の混乱とそれに続く世界経済の悪化を背景に、わが国を始めとす

る主要国での未曾有の財政・金融政策が発動されたことにより、グローバル規模での在庫調整の進展、新興国などにおける

経済の回復が図られた結果、輸出や生産は持ち直しの兆しが見えてまいりました。一方、国内の民間需要においては、雇用

および設備の過剰感の解消には至っておらず、特に中堅、中小企業においては、引き続き厳しい収益環境ならびに資金調達

環境が続いております。

国内の不動産市場においては、不動産ファンド等の不動産金融商品への資金流入の停滞が継続しており、その一方で、

事業採算に見合う不動産の購入が可能となってきたことから、買い手の主体が、不動産ファンドから一定の現預金を保有す

る個人事業主および事業法人等へと変化してきております。

このような状況下、当社を取り巻く環境として、第２四半期末においては、全ての保有資産の評価額を改めて見直すこ

とにより、財務の健全性の維持に努めてまいりました。第３四半期以降、特に中小企業オーナー等の個人投資家層におい

ては、自らの事業におけるリスク･リターンと比較して、毎月安定的に家賃収入が見込める点での不動産投資の優位性が改

めて見直されてきたことから、「将来にわたって自らの事業を下支えする安定収入の確保」といった実需の不動産投資意

欲が顕在化してまいりました。これらのニーズにお応えすることが、新たなお客様との取引に確実に繋がってきており、

一部の商品においては、中長期的に安定的なキャッシュフローをもたらす付加価値向上策を実践するなど、個人投資家層

の投資意欲に対応すべく、個別物件ごとに取引方針を定めた販売活動を推進してまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は17,138百万円（前連結会計年度比70.6％減）、営業損失は13,955百万円（前連結
会計年度は営業利益18,319百万円）、経常損失は15,571百万円（前連結会計年度は経常利益16,204百万円）、当期純損失
は26,705百万円（前連結会計年度は当期純利益844百万円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（資産運用事業）

当事業においては、第２四半期には資金化を優先した販売活動を展開してまいりましたが、第３四半期以降において

は、個人投資家層における実需の投資意欲の顕在化等により、不動産投資への回復基調は継続しております。このよう

な状況に対して、既に安定したキャッシュフローを生んでいる商品については、確実に利益を確保することを優先しつ

つ、一部の商品においては、自社でのプロパティマネジメント機能の強化により、個別物件ごとに中長期的に安定収益

をもたらす付加価値向上プランを実践してきております。このため、一部商品の販売を来期に先送りした結果、売上に

ついては前回予想から約62億円の減収となりました。営業利益については、個別物件における販売価格が第2四半期末

の低価法適用価格を上回ったこと、および新たな仕入れ物件においては適正な利益を確保したことにより、前回予想か

ら約5億円の増益となっております。

この結果、売上高は8,740百万円（前連結会計年度比81.0％減）、営業損失は15,209百万円（前連結会計年度は営業

利益14,468百万円）となりました。

なお、来期に先送りとした商品についても、平成22年8月期第1四半期において、既に約25億円の販売が完了しており、

9月以降、新たに2物件を仕入れるなど、個人投資家層の投資意欲に対し、引き続き確実な対応を継続しております。

また大型案件については、今後も確実に業績の回復を牽引できる富裕層ビジネスに経営資源を集中させるべく、第４

四半期において、RD Legedベータ特定目的会社向け優先出資証券については第三者への売却を行いました。なお、売却

後においても同社からのアセットマネジメント業務は引き続き受託しております。これに伴い、14ページ「(2）連結損

益計算書」において、「その他の関係会社有価証券売却損333百万円」が特別損失に計上されましたが、これは優先出

資証券売却時におけるRD Legedベータ特定目的会社の会計上の純資産相当額が損失として計上されたものであり、第２

四半期末の低価法適用時の前回予想においては既に織込み済みの数値となっております。

また、引き続き潜在的に高い価値を有する原宿駅前の表参道プロジェクトにおいては、これまでもJR原宿駅に差し掛

かる山手線の壁面土地を追加購入する等、土地の付加価値を高めてまいりましたが、平成21年9月、東京都渋谷区より

開発許可を取得いたしました。大型案件としては、引き続き本プロジェクトに経営資源を集中させてまいります。
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（証券化事業）

当事業においては、当連結会計年度において新たなアセットマネジメント契約の締結はございませんでしたが、当社

が従前よりアセットマネジメント業務を受託している私募ファンドにおいて、各々の投資家及びレンダーとの直接対話

にて対応を継続してまいりました。

この結果、売上高は308百万円（前連結会計年度比92.2％減）、営業利益は273百万円（前連結会計年度比92.3％減）

となりました。

（プロパティマネジメント事業）

当事業においては、主に当社販売後の物件における不動産投資運用のサービスを提供しておりますが、不動産市況に

かかわらず、継続してお客様のご要望に対して細やかな対応を継続してきており、物件の管理受託による手数料収入は

堅調に推移いたしました。また資産運用事業において一部の商品の販売を来期に先送りしたことから、保有物件からの

賃料収入の増加により、前回予想から約２億円の増収増益となっております。

この結果、売上高は2,065百万円（前連結会計年度比13.8％減）、営業利益は677百万円（前連結会計年度比2.6％

減）となりました。

（サービシング事業）

当事業においては、第１四半期から案件毎の取組方針をより明確にし、注力すべき案件の回収を進めてまいりました。

この結果、売上高は4,751百万円（前連結会計年度比11.5％増）、営業利益は885百万円（前連結会計年度比4.7％

減）となりました。

なお、本年秋以降においても、特に中堅、中小企業における先行きの不透明感は継続していくことが想定されること

から、個別債務者ごとに更なる業況の悪化を想定した保守的な回収計画に基づく評価をおこなった結果、グループでの

健全な財務体質を維持するべく、当連結会計年度末において、貸倒引当金繰入額約3.5億円を計上することといたしま

た。これに伴い、14ページ「(2）連結損益計算書」において、「貸倒引当金繰入額657百万円」（第３四半期比355百万

円の増加）が計上されております。

（投融資事業）

当事業においては、当連結会計年度において新たな投融資の実績はございませんでしたが、第２四半期末において、

不動産を担保とした貸付にかかる担保物件の評価について見直しをおこない、当該貸付について全額の貸倒引当金を計

上してまいりました。

この結果、売上高は22百万円（前連結会計年度比97.8％減）、営業損失は87百万円（前連結会計年度は営業利益24百

万円）となりました。

（その他の事業）

群馬県のゴルフ場、レーサム・ゴルフ・アンド・スパリゾートにおいては、国内のゴルフ場全般としては来客数が減

少傾向にある中、先行して行ってまいりましたスパ施設および宿泊施設等の充実により、女性客を始め、リピート顧客

の確保に努めてきた結果、期初からの予算を修正することなく、ほぼ予算通りの着地見込となりました。

この結果、売上高は1,441百万円（前連結会計年度比72.5%増）営業利益は91百万円（前連結会計年度は営業損失30百

万円）となりました。

なお、ゴルフ場以外の固定資産（不動産）については、当第３四半期までに全ての資産の売却が完了し、当第４四半

期においては、これらの売却に伴う精算業務も全て完了しております。これに伴い、14ページ「(2）連結損益計算書」

において、第２四半期末までには計上されていなかった「関係会社株式売却益1,512百万円」が特別利益に、「関係会社

貸付金譲渡損1,309百万円」、及び「関係会社株式売却損8百万円」が特別損失に計上されましたが、これらは全て上述

のその他の事業にかかる連結子会社において固定資産として保有していた不動産を、会社形態のまま売却した一連の取

引に対するものであり、新たな損失が発生したものではございません。なお、これら3勘定科目の合計額は195百万円の

プラスとなっておりますが、これは精算業務を含めた当該売却取引が第２四半期末に想定した価格に対して、これを上

回って完了したことによるものです。

事業の種類別セグメントの業績は、以上のとおりであります。
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なお、税効果会計関係の注記事項について、当連結会計年度については、39ページに、個別の当事業年度については

65ページに記載しておりますが、第２四半期末において、当社グループのすべての保有資産について評価の見直しを行

い、将来の収益についても保守的に評価を行った結果、サービシング事業以外のセグメントに属する会社の繰延税金資

産については、一旦、全額を取り崩しております。今後、改めて繰延税金資産を計上してまいる点につきましては、次

期の収益の状況を見極めつつ検討を進めてまいります。

②次期の見通し
（資産運用事業）

平成21年８月期においては、昨年秋頃からの国際金融市場の混乱によって、不動産ファンド等の不動産金融商品への資金

流入量が激減したことにより、不動産市場全体における不動産の売買取引量は大幅に減少しましたが、個人富裕層に見ら

れる、確実な中長期の投資運用を目的として手許現金を比較的厚めに投入される新たな個人投資層が台頭してきており、

平成22年８月期においては、このような個人富裕層の投資意欲に確実にお応えすることにより、新たなお客様との取引を

拡大する期と位置づけてまいります。これを可能とすべく、新たな仕入れ活動では、従前より特に高い運用実績を残して

まいりました１都３県の住居、事務所、および商業物件において、競争力のある価格での仕入を継続してまいります。

（証券化事業）

期初においては、新たな不動産ファンドの組成は前提としておりませんが、アセットマネジャーとしての健全な助言活動

を通じて、資金をお預かりしている各々の投資家との直接対話を重視しつつ、引き続ききめ細やかな対応を継続すること
により、次なる投資機会に備えてまいります。

（プロパティマネジメント事業）

主に当社販売後の物件における管理受託においては、資産運用事業において販売された新たなお客様との取引を確実に受

託していくことにより、管理受託手数料の積み上げを図ってまいります。なお、平成22年８月期の当セグメントにおける

売上高および営業利益については、前年実績比大幅な減収減益となっておりますが、これは保有物件から得られる賃料収

入について、資産運用事業における保有物件の調達から販売までの期間が短縮傾向にあることを主な要因として、保有賃

料の売上予算を保守的に見積もったことによるものとなっております。

（サービシング事業）

平成21年8月期末において、臨時で行ったビジネスプランの見直しにより、当社の強みである外部委託しない自らの回

収力により、既存保有債権からの確実な回収売上の計上並びに回収受託手数料の積み上げを図ってまいります。期初に

おいては、新たな債権の購入による回収売上の計上は見込んでおりませんが、現在の不透明な金融環境のあとに到来す

る妙味ある投資機会に確実に備えてまいります。

（投融資事業）

投融資事業においては、当社グループの資産運用事業を始めとする各事業に資する事業、企業等への投資を行ってきて

おりますが、平成22年８月期においては、新たな投資の予定はございません。

（その他の事業）

その他の事業におけるゴルフ場の運営においては、レーサム・ゴルフ・アンド・スパリゾートとして、複合的にサービス

レベルの向上を図るべく、引き続き中期的展望にたって事業を展開してまいります。

平成22年８月期の連結業績予想は以下のとおりとなります。

（単位：百万円）

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

－
平成22年8月期 29,600 2,700 2,000 1,600

前期比（％） 173 － － －
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なお、平成22年８月期の事業の種類別セグメントの売上高及び営業利益の予想の内訳は、以下のとおりとなっております。

（単位：百万円）

資産運
用事業

証券化
事業

ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
事業

ｻｰﾋﾞｼﾝ
ｸﾞ事業

投融資
事業

その他
の事業

計
消去又
は全社

連結

売 上 高 24,000 30 1,270 3,660 0 640 29,600 － 29,600

営 業 利 益 2,200 10 140 690 0 20 3,060 (360) 2,700

(2) 財政状態に関する分析
①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、54.0%減少し56,681百万円となりました。これは、バランスシートの健全
化を目的として、販売用不動産を46,610百万円、販売用不動産証券を1,012百万円、買取債権を1,891百万円、営業投資有

価証券を303百万円、営業貸付金を2,049百万円減少させたことが主因であり、このほかに、現金及び預金が6,841百万円、

繰延税金資産が5,676百万円、未収法人税等が656百万円減少したこと等によります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、66.9％減少し3,604百万円となりました。

これは、主として、子会社株式を売却したこと及び本社移転による除却により、有形固定資産が4,973百万円、無形固定

資産が1,004百万円、投資その他の資産が1,334百万円減少したこと等によります。

この結果、当連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて、55.1%減少し60,411百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、46.3%減少し15,258百万円となりました。これは、バランスシートの健全化

を目的として、１年内償還予定の社債は2,500百万円増加したものの、短期借入金を6,200百万円、１年内返済予定の長期

借入金を6,922百万円減少させたことが主因であり、このほかに、未払法人税等が1,840百万円減少したこと等によります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、56.6%減少し25,882百万円となりました。これは、社債を31,000百万円、長

期借入金を2,000百万円減少させたことが主因であり、このほかに、預り敷金が531百万円減少したこと等によります。

この結果、当連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて、53.3%減少し41,140百万円となりました。

(ハ) 純資産

純資産は、前連結会計年度末に比べて、58.6%減少し19,270百万円となりました。これは当期純損失の計上により、利

益剰余金が26,935百万円減少したこと等によります。

当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比し、6,845百万

円減少し、7,924百万円となりました。

当連結会計期間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、次の通りです。

②キャッシュ・フローの状況
(イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金は、7,749百万円の増加となりました。これは、主として、税金等調整前当期純損失20,684百万円

を計上したものの、その損失には、非資金費用が多く含まれていたこと（機構改革損失1,043百万円、減損損失2,856百万

円（内訳：固定資産2,015百万円、のれん841百万円）、貸倒引当金の増加1,037百万円、減価償却費512百万円など）、販

売用不動産を20,150百万円（内訳：低価法適用による減少14,026百万円、売却による減少6,124百万円）、仕掛販売用不

動産を148百万円（売却による減少）、販売用不動産証券を446百万円（低価法による減少）、買取債権を1,891百万円減

少させたこと等により資金が増加したことによります。

(ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金は、2,158百万円の増加となりました。これは、主として、有形固定資産の取得により257百万円の
支出となったものの、貸付金の回収による収入1,491百万円、投資有価証券の払戻による収入298百万円等により資金が増

加したことによります。
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(ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金は、16,753百万円の減少となりました。これは、主として、短期借入金の減少6,100百万円、長期

借入金の減少8,922百万円、社債償還による支出1,500百万円及び配当金の支払額230百万円によります。

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移

平成18年８月期 平成19年８月期 平成20年８月期 平成21年８月期

自己資本比率（％） 30.5 36.3 34.3 31.3

時価ベースの自己資本比率（％） 62.9 33.8 14.6 18.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － 443.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 4.7

自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注２）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・レシオは、営業活動によるキャッシュ･フロ

ーがマイナスの場合は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、株主各位への安定的な利益還元に努めていくことを基本として、長期にわたる成長を維持することが重要であ

ると考え、株主還元と成長のための投資との最適なバランスを図りながら利益配分の施策を決定してまいりたいと考えて

おります。

具体的には、当社はバブル崩壊後の平成４年に設立して以来、不動産価格が下げ続ける環境において事業活動を継続し

てきた結果、そのような状況下における自己資金の重要性については、身をもって実感してまいりました。これらの経験

をもとに、これまでの株主還元については１株あたり500円の安定的な期末配当を実施しつつ、内部留保の充実も同時に図

ってまいりました。昨年秋以降の国際金融市場の混乱とそれに続く世界経済の急速な悪化の局面にあっても、取引金融機

関からの融資は継続して実行され、事業に専念できる財務状態を維持してまいりましたが、この状態を維持することがで

きた理由のひとつは、これまでの当社の利益配分の施策に対する一定の評価によるものであったものと受け止めておりま

す。

平成21年8月期末での連結現預金残高は79億円であり、安定的に300億円台の現預金水準を維持しておりました従前の状

態にはほど遠く、より健全に、且つお客様に選ばれるスピードと安心感を提供してまいるためにも、着実な純資産と現預

金の積み上げが改めて必要となっております。

平成21年8月期の期末配当につきましては、既に見送りとさせていただいておりますが、平成22年8月期につきましても、

安定的に利益計上ができる収益体質を再構築し、改めて純資産および現預金の双方の充実をはかってまいる期間とさせて
いただきたく、まことに遺憾ではございますが、現時点における配当予想としては見送りとさせていただきたいと考えて

おります。

(4) 事業等のリスク
当社グループの経営成績、株価及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクについては、以下のようなもの

があります。本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（経済情勢の動向）

当社グループは、投資用不動産を始めとする運用商品の組成・販売、及び投資用不動産の管理業務を主に行っておりま

すが、経済情勢の悪化により、資金調達環境が極端に悪化した場合や、空室率の上昇や賃料の下落といった事態が生じた

場合には、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

（金利上昇のリスク）

短期金利が上昇した場合には、資金調達コストが増加することにより、また中長期金利が上昇した場合には、不動産投

資における期待利回りの上昇、及び不動産価格の下落等の事象が生じることにより、当社グループの業績や財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。

- 7 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



（各種規制変更によるリスク）

当社グループは、現時点の規制に従って、また、規制上のリスク（日本及び当社グループが事業を営むその他の市場に

おける、法律、税制、規則、政策、実務慣行、解釈及び財政の変更の影響を含みます。）を伴って、業務を遂行しており

ます。今後法律、税制、規則、政策、実務慣行、解釈、財政及びその他の政策の変更ならびにそれらによって発生する事

態が、当社グループの業務遂行及び業績、並びに財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

（人材のリスク）
当社グループの営む各事業は、何れも人的資本により成り立っており、不動産の販売・調達・賃貸借、債権のプライシ

ング、デューディリジェンス、回収業務等、何れの業務に関しても深い知識と経験、そして細部にわたる一つひとつの業

務の積み上げが、各事業の成果を大きく左右することから、一人ひとりが自らの業務を責任もって完遂し、それを継続す

るという基本的な姿勢が重要となっております。従いまして、当社グループの成長速度に見合った優秀な人員の確保は重

要な課題と考えておりますが、当社グループの求める人員が充分に確保できなかった場合、またはかかる人員の退職が著

しく増加した場合には、当社グループの業務推進及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

（自然災害、人災等の発生によるリスク）

暴風雨、洪水、地震その他の自然災害、あるいは事故、火災、暴動、テロ、戦争その他の人災等が発生した場合には、

当社グループの所有資産の価値が低下する可能性があり、当社グループの業務推進及び業績、並びに財政状態に悪影響を

及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社の企業集団は(株)レーサム（当社）、国内子会社14社及び国内関連会社2社から構成されており、資産運用事業、証券化

事業、プロパティマネジメント事業、サービシング事業、投融資事業及びその他の事業を行っております。これらの事業の主

な内容と各事業における当社及び主要な関係会社の位置付け等は次のとおりであります。

(1) 資産運用事業

当社を中心に、顧客向けに運用資産としての不動産の調達、改修、開発及び販売を行っています。また、創業来、当社

が蓄積した売買事例及び管理データを分析し、長期的な収益を見極めた上で、投資に係る最適な提案を行っています。

顧客層は、個人富裕層を核として事業法人、国内外の機関投資家まで広がっており、顧客の投資ニーズに合わせて、物

件種別では住宅から、オフィス、商業ビル、複合及び開発案件まで、また価格帯も数百万円から数百億円まで、幅広い種

類、価格帯の物件を提供するとともに、不動産市況を見極めつつ、私募ファンド用に商品組成を行うほか、自己資金を活

用した再開発案件にも取り組んでおります。

創業以来、顧客層の拡大を課題に掲げ、特に個人富裕層においては高額給与所得者から会社経営者そして資産家に至る

まで、また機関投資家層においては国内の事業法人、金融機関、ならびに海外機関投資家まで、それぞれ多岐に亘る顧客

との取引実績を有しております。
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（2）証券化事業

当社が、国内外機関投資家及び個人富裕層向けに不動産私募ファンドの組成及び当該私募ファンドに対するアセットマ

ネジメント業務を行っております。当社のアセットマネジメントは、投資リスクに十分に配慮した保守的な運用方針に基

づいて運営しております。また、当社は、機関投資家との共同投資等も行っております。

(3) プロパティマネジメント事業

当社及び当社グループが、主に資産運用事業において販売した不動産、及び証券化事業においてアセットマネジメント

業務を受託している不動産について、賃貸管理及び建物管理業務等を行っております。

当社のプロパティマネジメント事業の特徴は、顧客満足の向上に主軸を置いたきめ細かいアフターケアが内製化されて

いる点にあります。自社開発した賃貸管理システムを活用し、住居系から商業系まで多岐にわたる不動産について、各種

業務の効率化が図られております。

(4) サービシング事業

主に連結子会社であるグローバル債権回収株式会社が、債権の買取り、管理及び回収を行っております。具体的には、

金融機関等から不良債権を購入する上でのデューディリジェンス業務、自己勘定あるいは機関投資家との共同出資での債

権買取り、買取った債権の管理回収、共同投資案件における債権の管理回収業務の受託等を行っております。

債権購入後には、債務者との面談により債務者の財務状況を充分に聞き取ったうえで、案件ごとに返済計画を作成して

おります。債務者との間に信頼関係を構築することによって、安定的かつ継続的な回収の実現を図っております。

(5) 投融資事業

主に連結子会社であるディー・アンド・ジー・ワン有限会社、株式会社レーサム・キャピタル・インベストメントが、

資産運用事業を始めとする各事業に資する事業、及び企業等への投資及び融資を行っております。

(6) その他の事業

主に連結子会社にて保有するゴルフ場「レーサム・ゴルフ・アンド・スパリゾート」にて、ゴルフコースおよび付帯す

る宿泊施設はもとより、コース内のヴィラ施設、ならびにスパ施設等とが融合したトータルリラクゼーション施設として、

サービスレベルの向上による資産価値の増大に取り組んでおります。

- 10 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

当社は、日本における投資用不動産の流通市場の創造というテーマに真っ先に取組んできた企業であり、資産運用事業を核

として、不動産及び金融の分野で派生的に事業を展開することによって複数の事業基盤を築いてまいりました。全ての事業に

ついて当社グループが一貫して重視する基本方針は、「保守的なビジネスプランのもと、明確な目的に対し、やるべきことの

手間をいとわず、一つひとつの事にこだわりをもって正面から取り組み、そこで得られた多種多様な経験を、当社を選んでく

ださった顧客に惜しみなく提供し続けていくこと」を基本方針としております。

(2) 目標とする経営指標

当社は、確実に純資産を積み上げ、持続的な企業価値の増大をはかるべく、目標の基準となる経営指標をROE（株主資本利

益率）10％として、事業を展開してまいりました。これまで、市況要因による収益については、「超過収益」としてとらえ、

経営としては自ら生み出した事業収益とは切り放して認識し、且つ市況要因を受けやすい大型案件については、経営資源を集

中させるべく、案件数を絞った対応を行って参りましたが、平成20年８月期、平成21年8月期の2期においては、市況要因の悪

化による損失が過去の超過収益を超える結果となり、目標とする経営指標を達成することができませんでした。平成21年８月

期末においては、バランスシートのスリム化と経営資源の選択と集中を図ってきたことにより、株主資本額は192億円、純資

産比率は31.9％となっております。平成22年８月期以降については、個人富裕層を核とする確固たる顧客基盤の充実をはかる

ことにより、安定的に収益を計上できる事業モデルを確立し、改めて市況要因の悪化によるリスクも吸収した上で、ROE（株

主資本利益率）10％を目標の基準となる経営指標として、事業を展開してまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、創業来、個人富裕層を中心とする長期の安定した資金運用ニーズに対し、投資用不動産を運用商品として組成し、

提供してまいりました。商品の提供にあたっては、当社がまずは不動産を購入し、そこから生じるリスクを自らが経験した上

で、投資家に提供するという手法により、自らの経験を投資家への投資運用に役立てていただくというスタンスでの販売活動

を継続してまいりました。昨今、世界的な景気悪化の余波に直面している中小企業のオーナー層にあっても、寧ろ毎月の賃料

という実際に確実なキャッシュフローをもたらす不動産投資に対する運用ニーズは、寧ろ顕在化してきているにもかかわらず、

その一方で、不動産の売買取引、ひいては賃貸借の取引における不透明感が払拭されないことによって、日本における不動産

取引に対する不信感が根強く残っているのも事実であります。また日本の不動産の本質的な価値に焦点を当てた場合において

は、場所、建物、空間、そこに集う人の流れに対し、その場所に最も相応しい「サービス業」を開発し、サービスレベルを高

めていくことによって、長期的にも価値は増大し続けていくものと考えております。この不動産の本質的な価値向上を実現す

るためには、不動産市況や市場の変化にも左右されづらい強固な財務基盤、そして何よりも、顧客との強固な信頼関係が必要

であり、引き続き安心して投資いただける不動産取引の積み上げにより、個人富裕層との更なる信頼関係の構築をはかってま

いります。

(4) 会社の対処すべき課題

当社は、平成４年の創業以来、長きにわたるデフレ経済のなかで、個人富裕層を中心とした顧客基盤の拡充と商品・サービ

スの差別化によって、不動産および金融ビジネスの分野で事業を展開してまいりました。

現在、国際金融市場の混乱とそれに続く世界経済の悪化を背景に、中堅中小企業における事業環境においては、改善の兆し

が見えづらい状況にありますが、このような環境においても当社に対する個人及び事業会社双方における、足元の安定的な収

入を確保するための不動産投資商品の供給ニーズは確実に増えてきております。

このような中にあって、「資産運用事業のお客様に対するサービスの徹底」を最重要課題として改めて位置づけて参ります。

具体的には、お客様の投資意欲を満たす投資商品としての不動産の調達窓口を拡充すべく、金融機関を含む不動産の売り手と

なる候補者との新たな関係構築を強化してきております。更には、仕入れ前段階から個別物件における付加価値向上プランを

策定し、仕入後の策定プランの実行スピードを確実に早めていく体制への変更も実行しております。個別物件ごとの付加価値

向上プランにおいては、特に不動産業界以外からの新たなアイディアを積極的に取り入れることによって柔軟に発想の転換を

図り、潜在的なニーズに対する対応を強化して参ります。

(5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．連結財務諸表等

（1）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成20年８月31日)

当連結会計年度

(平成21年８月31日)

（資産の部）

流動資産

現金及び預金 14,765 7,924

営業未収入金 350 106

営業貸付金 2,123 74

販売用不動産証券 1,012 －

営業投資有価証券 1,082 779

たな卸資産 ※3 95,059 －

販売用不動産 － ※3 5,595

仕掛販売用不動産 － ※3 28,960

買取債権 － 11,822

繰延税金資産 6,219 543

未収還付法人税等 2,729 2,072

その他 738 259

貸倒引当金 △890 △1,456

流動資産合計 123,191 56,681

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,662 915

土地 2,028 606

その他（純額） 1,107 303

有形固定資産合計 ※1 6,799 ※1 1,825

無形固定資産

のれん 936 －

その他 518 450

無形固定資産合計 1,454 450

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 1,363 ※2 820

長期貸付金 321 505

繰延税金資産 77 0

出資金 30 29

その他 851 444

貸倒引当金 － △472

投資その他の資産合計 2,644 1,329

固定資産合計 10,899 3,604

繰延資産

社債発行費 478 124

繰延資産合計 478 124

資産合計 134,569 60,411
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成20年８月31日)

当連結会計年度

(平成21年８月31日)

（負債の部）

流動負債

短期借入金 ※3 9,360 ※3 3,160

１年内返済予定の長期借入金 11,842 ※3 4,920

１年内償還予定の社債 1,500 ※3 4,000

未払法人税等 4,019 2,178

前受金 185 130

賞与引当金 110 0

機構改革損失引当金 － 25

その他 1,380 844

流動負債合計 28,399 15,258

固定負債

社債 ※3 51,500 ※3 20,500

長期借入金 ※4 3,803 1,803

保守補償引当金 1 －

流動化調整引当金 27 19

預り敷金 2,119 1,588

匿名組合預り出資金 2,224 1,970

固定負債合計 59,676 25,882

負債合計 88,075 41,140

（純資産の部）

株主資本

資本金 5,453 5,453

資本剰余金 6,899 6,899

利益剰余金 33,806 6,871

株主資本合計 46,159 19,224

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32 △336

評価・換算差額等合計 △32 △336

少数株主持分 366 382

純資産合計 46,493 19,270

負債純資産合計 134,569 60,411
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（2）連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

売上高 58,216 17,138

売上原価 34,561 ※2 27,616

売上総利益又は売上総損失（△） 23,655 △10,477

販売費及び一般管理費 ※1 5,336 ※1 3,477

営業利益又は営業損失（△） 18,319 △13,955

営業外収益

受取利息 176 20

受取配当金 － 78

受取手数料 4 5

持分法による投資利益 4 －

投資有価証券売却益 58 －

消費税等免除益 4 0

還付加算金 － 29

その他 25 48

営業外収益合計 272 181

営業外費用

支払利息 1,961 1,576

持分法による投資損失 － 18

株式交付費 218 0

社債発行費償却 185 196

投資有価証券売却損 11 －

その他 9 6

営業外費用合計 2,387 1,797

経常利益又は経常損失（△） 16,204 △15,571

特別利益

前期損益修正益 － 61

関係会社株式売却益 － 1,512

賞与引当金戻入益 － 35

特別利益合計 － 1,609

特別損失

減損損失 － ※4 2,856

機構改革損失 － 1,285

たな卸資産評価損 ※2 12,873 －

のれん償却額 ※3 215 －

関係会社貸付金譲渡損 － 1,309

投資有価証券評価損 519 0

関係会社株式売却損 － 8

その他の関係会社有価証券売却損 － 333

関係会社株式評価損 － 270

貸倒引当金繰入額 － 657

その他 100 0

特別損失合計 13,708 6,722
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 2,495 △20,684

法人税、住民税及び事業税 6,607 378

法人税等調整額 △4,993 5,626
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

法人税等合計 1,613 6,004

少数株主利益 37 15

当期純利益又は当期純損失（△） 844 △26,705
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（3）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,453 5,453

当期末残高 5,453 5,453

資本剰余金

前期末残高 6,899 6,899

当期末残高 6,899 6,899

利益剰余金

前期末残高 33,186 33,806

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 844 △26,705

連結子会社増加に伴う増加額 6 －

連結子会社増加に伴う減少額 △0 －

当期変動額合計 620 △26,935

当期末残高 33,806 6,871

株主資本合計

前期末残高 45,539 46,159

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 844 △26,705

連結子会社増加に伴う増加額 6 －

連結子会社増加に伴う減少額 △0 －

当期変動額合計 620 △26,935

当期末残高 46,159 19,224

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 108 △32

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △141 △303

当期変動額合計 △141 △303

当期末残高 △32 △336

評価・換算差額等合計

前期末残高 108 △32

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △141 △303

当期変動額合計 △141 △303

当期末残高 △32 △336

少数株主持分

前期末残高 326 366

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40 15

当期変動額合計 40 15

当期末残高 366 382

純資産合計

前期末残高 45,974 46,493
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 844 △26,705

連結子会社増加に伴う増加額 6 －

連結子会社増加に伴う減少額 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △100 △287

当期変動額合計 519 △27,223

当期末残高 46,493 19,270
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 2,495 △20,684

減価償却費 394 512

のれん償却額 229 95

減損損失 － 2,856

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △109

貸倒引当金の増減額（△は減少） 129 1,037

保守補償引当金の増減額（△は減少） △4 △1

流動化調整引当金の増減額（△は減少） 8 △7

機構改革損失 － 1,043

前期損益修正益 － △61

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） △166 －

投資有価証券評価損 519 0

投資有価証券売却損益（△は益） △46 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,503

その他の関係会社有価証券売却損 － 333

関係会社株式評価損 － 270

関係会社貸付金譲渡損 － 1,309

受取利息及び受取配当金 △176 △98

社債発行費償却 185 196

支払利息 1,961 1,576

持分法による投資損益（△は益） △4 18

売上債権の増減額（△は増加） △144 241

営業貸付金の貸付による支出 △2,847 －

営業貸付金の回収による収入 1,296 1,880

販売用不動産証券の増減額（△は増加） △937 446

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △35 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,481 －

販売用不動産の増減額（△は増加） － 20,150

仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） － 148

買取債権の増減額（△は増加） － 1,891

前受金の増減額（△は減少） △35 △55

未払消費税等の増減額（△は減少） △361 331

預り敷金の増減額（△は減少） △556 △511

匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） △1,053 △253

匿名組合出資金の払戻による収入 255 1

その他 228 △207

小計 △15,136 10,846

利息及び配当金の受取額 180 99

利息の支払額 △1,415 △1,641

法人税等の支払額 △11,519 △1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,891 7,749

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 △2,330 △257

有形固定資産の売却による収入 － 153

無形固定資産の取得による支出 △337 △1
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(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

投資その他の資産の取得による支出 △291 △8

投資その他の資産の解約等による収入 403 388

投資有価証券の取得による支出 △30 －

投資有価証券の売却による収入 3,088 －

投資有価証券の払戻による収入 － 298

関係会社株式の取得による支出 － △66

関係会社株式の払戻による収入 － 25

関係会社の清算による収入 － 3

出資金の払込による支出 △4 △3

出資金の払戻による収入 0 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入 15 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による支出 － ※2 △349

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 － ※2 519

貸付けによる支出 △16 △35

貸付金の回収による収入 4 1,491

投資活動によるキャッシュ・フロー 502 2,158

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（△は減少） 5,455 △6,100

長期借入金の借入による収入 3,350 3,020

長期借入金の返済による支出 △39,087 △11,942

社債の発行による収入 44,437 －

社債の償還による支出 △4,082 △1,500

配当金の支払額 △230 △230

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,841 △16,753

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,546 △6,845

現金及び現金同等物の期首残高 32,002 14,727
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の残高の増加額 272 42

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 14,727 ※1 7,924
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年９

月１日 至 平成21年８月31日）

該当事項はありません。
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（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21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 25社

主要な連結子会社の名称

RD Legendベータ特定目的会社

グローバル債権回収㈱

隼インベストメント㈲

つばめインベストメント㈲

㈱レーサム・キャピタル・インベストメント

レーサムトラスト不動産投資顧問㈱

㈱アセット・ホールディングス

ディー・アンド・ジー・ワン㈲

(1) 連結子会社の数 14社

主要な連結子会社の名称

グローバル債権回収㈱

隼インベストメント㈲

つばめインベストメント㈲

㈱レーサム・キャピタル・インベストメント

㈱アセット・ホールディングス

ディー・アンド・ジー・ワン㈲

RD Legendベータ特定目的会社は、当連結会

計年度において新規設立したことにより連結子

会社としております。

㈱レーサムクリエイトは、当連結会計年度に

おいて、子会社として事業を開始したことによ

り連結の範囲に含めております。なお、事業開

始に伴い㈱ＬＨＸから㈱レーサムクリエイトに

商号を変更しております。

当連結会計年度において、レーサム・ライジ

ングサン㈲他３社は、平成20年８月31日付で当

社と合併し、解散したことにより、連結の範囲

から除外しております。

㈲アセット・ホールディングスは、当連結会

計年度より㈱アセット・ホールディングスに商

号を変更しております。

㈲ギャレックは、当連結会計年度より、㈱レ

ーサム・キャピタル・インベストメントに商号

を変更しております。

なお、㈱ＬＨ岩槻他６社は、従来は投資育成

目的であったため連結の範囲に含めておりませ

んでしたが、当連結会計年度より連結の範囲に

含めております。

また、従来は販売目的であったため連結の範

囲に含めておりませんでした㈱アセット・エ

ー、㈱プルミエールについても、当連結会計年

度より、連結の範囲に含めております。

前連結会計年度において関連会社でありまし

たジャパン・アセット・マネジメント㈱は全株

式を取得したことにより、当連結会計年度から

連結の範囲に含めております。

新宿ファーストプロパティ特定目的会社及び㈲

プレスカントリーマネジメントは、清算結了した

ことにより、当連結会計年度から、連結の範囲か

ら除外しております。

㈱LH茅ヶ崎他5社の全株式を当社が譲渡したこと

により、また、RD Legendベータ特定目的会社の

優先出資証券を当社が全額譲渡したことにより、

当連結会計年度から、連結の範囲から除外してお

ります。

当連結会計年度に、レーサムトラスト不動産投資

顧問㈱は、当社と合併し、また、㈱アセット・エ

ー及び㈱プルミエールは、㈱財進と合併し、それ

ぞれ解散したことから、連結の範囲から除外して

おります。

従来は販売目的であったため連結の範囲に含めて

おりませんでした㈱財進は、当連結会計年度か

ら、連結の範囲に含めております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

(2) 主要な非連結子会社の名称

㈲テーエストゥーを営業者とする匿名組合

(2) 主要な非連結子会社の名称

㈲テーエストゥーを営業者とする匿名組合

㈱スタッツインベストメントマネジメント

は、当連結会計年度において全株式を譲渡した

ことにより子会社でなくなりました。

㈲ユーゲートゥー、㈲エルハートゥーを営業

者とする匿名組合は、当連結会計年度におい

て、匿名組合契約が終了したことにより、子会

社でなくなりました。

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社13社は、いずれも小規模であ

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、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。

(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、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、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) 他の会社の議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず子会社とし

なかった当該他の会社の名称

㈲オーファンド

㈲財進

(3) 他の会社の議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず子会社とし

なかった当該他の会社の名称

――――――――――

(子会社としなかった理由)

当社の傘下に入れる目的でなく、営業取引と

して販売目的で所有しているためであります。

２持分法の

適用に関

する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数 ３社

主要な持分法適用会社の名称

ジー・ワン・インベストメンツ㈱

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数

２社

主要な持分法適用会社の名称

ジー・ワン・インベストメンツ㈱

アール・シー・インベストメンツ㈲は、当連

結会計年度に清算結了したことにより、持分法

の適用から除外しております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会

社の名称

主要な非連結子会社の名称

㈲テーエストゥーを営業者とする匿名組合

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会

社の名称

主要な非連結子会社の名称

㈲テーエストゥーを営業者とする匿名組合

(持分法を適用しない理由)

連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しております。

(持分法を適用しない理由)

同左

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する

必要があると認められる事項

持分法適用会社の決算日は全て５月31日で

ありますので、同日現在の財務諸表を使用し

ております。

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する

必要があると認められる事項

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

決算日が連結決算日と異なる場合については

以下のとおりであります。

決算日が連結決算日と異なる場合については

以下のとおりであります。

３連結子会

社の事業

年度等に

関する事

項
① ５月31日現在の財務諸表を使用する。

グローバル債権回収㈱ 他 ８ 社

① ５月31日現在の財務諸表を使用する。

グローバル債権回収㈱ 他６社

② ６月30日現在の財務諸表を使用する。

㈱レーサムクリエイト 他４社

② ６月30日現在の財務諸表を使用する。

㈱レーサムクリエイト 他１社

③ ７月31日現在の財務諸表を使用する。

㈱ＬＨ町田 他２社

③ ６月30日を仮決算日とする。

隼インベストメント㈲

つばめインベストメント㈲ 他１社

④ ６月30日を仮決算日とする。

隼インベストメント㈲

つばめインベストメント㈲ 他１社

⑤ ７月31日を仮決算日とする。

RD Legendベータ特定目的会社 他１社

⑥ ８月31日を仮決算日とする。

新宿ファーストプロパティ特定目的会社

なお、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。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

なお、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。

その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

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

(イ)その他有価証券（販売用不動産証券及

び営業投資有価証券を含む）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(イ)その他有価証券（営業投資有価証券を

含む）

時価のあるもの

期末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）によっております。

時価のあるもの

同左

時価のないもの

販売用不動産証券は個別法による原

価法、その他は移動平均法による原

価法によっております。

投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資金についての詳細

は「（６）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 ②投資事業有限

責任組合及びこれに類する組合への

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によってお

ります。

投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資金についての詳細

は「（６）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 ②投資事業有限

責任組合及びこれに類する組合への

出資金の会計処理」に記載しており

ます。

- 23 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

② たな卸資産
(イ)販売用不動産、仕掛販売用不動産

個別法による原価法（収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）によってお
ります。

(ロ)買取債権
個別法による原価法によっておりま
す。

② たな卸資産
(イ)販売用不動産、仕掛販売用不動産

同左

(ロ)買取債権
同左

(ハ)貯蔵品
最終仕入原価法（収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）によっておりま
す。

(ハ)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
(イ)平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。
ただし、一部の連結子会社における
建物については、旧定額法によって
おります。

(ロ)平成19年４月1日以後に取得したもの
定率法によっております。

（追加情報）
当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては償却可能限
度額まで償却が終了した翌年から５年間で
均等償却する方法によっております。これ
に伴う損益への影響は軽微であります。

(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
(イ)平成19年３月31日以前に取得したもの

同左

(ロ)平成19年４月1日以後に取得したもの
定率法によっております。
ただし、建物については、定額法によ
っております。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

② 無形固定資産
同左

(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。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

① 株式交付費

同左

② 社債発行費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。なお、平成18

年８月期末において計上している社債発

行費は、３年間にわたり均等償却してお

ります。

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額基準により計上しており

ます。

② 賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

③ 保守補償引当金

販売不動産のメンテナンス補償特約に

基づく保守補償費の支出に備えるため、

資産運用事業収入のうち販売不動産売上

高に対する保守補償費の実績率による発

生見込額を計上しております。

③

――――――――――

④ 流動化調整引当金

特別目的会社などとの不動産に関する

流動化取引に附随して、当該資産から生

ずる各利害関係者の満足する適正な投資

利回りを調整する上で、一定期間、一定

金額を負担する契約を結ぶことがあり、

当該契約に基づいて個別に勘案した将来

予想される当社の負担見込額を計上して

おります。

④ 流動化調整引当金

同左

④

――――――――――

⑤ 機構改革損失引当金

機構改革に伴う損失に備えるため、今

後発生が見込まれる損失について合理的

な見込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。

(5)

――――――――――

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。なお、控

除対象外消費税等は全額当連結会計年度

の費用として処理しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

② 投資事業有限責任組合及びこれに類する

組合への出資金の会計処理

投資事業有限責任組合への出資金（金

融商品取引法第２条第２項で規定する有

価証券とみなされるもの）について、組

合の収益・費用については、その持分相

当額を収益及び費用として計上しており

ます。

匿名組合出資金（金融商品取引法第２

条第２項で規定する有価証券とみなされ

るもの）については、匿名組合の純資産

及び純損益のうち当社及び当社の連結子

会社の持分相当額を投資有価証券及び売

上高として計上しております。

② 投資事業有限責任組合及びこれに類する

組合への出資金の会計処理

匿名組合出資金（金融商品取引法第２

条第２項で規定する有価証券とみなされ

るもの）については、匿名組合の純資産

及び純損益のうち当社及び当社の連結子

会社の持分相当額を投資有価証券及び売

上高として計上しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21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方法につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６のれん及

び負のの

れん償却

に関する

事項

のれん及び負ののれん償却については、発生

日以降その効果が発現すると見積もられる期間

（５年）で均等償却しております。

同左

７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、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する流動性の高い、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短期的投資を対象としてお

ります。

同左
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（7）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）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

(たな卸資産の評価基準の変更）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日）が平成20年３月31日以

前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から早

期適用できることになったことに伴い、当連結会計年

度末から同会計基準を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益が12,873百万円

減少しております。

また、この変更は当連結会計年度末において、同会

計基準の早期適用の為の受入準備が整ったことを契機

に検討したことから、当中間連結会計期間においては

従来の方法によっております。

従って、当中間連結会計期間は、変更後の方法によ

った場合に比べて、税金等調整前中間純利益が12,925

百万円多く計上されております。

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。

――――――――――

―――――――――― (リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５

年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準

第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改

正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた処理に

よっております。

この変更により損益に与える影響はありません。
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（表示方法の変更）

前連結会計年度
（自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日）

―――――――――― (連結貸借対照表関係）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「販売用

不動産」「仕掛販売用不動産」「買取債権」「その

他」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「仕掛

販売用不動産」「買取債権」「その他」は、それぞれ

52,206百万円、29,109百万円、13,714百万円、30百万

円であります。

―――――――――― (連結キャッシュ・フロー貸借対照表関係）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、連結キャッシュ・フロー計算書においてもより明

瞭に表示するために、前連結会計年度において、たな

卸資産の増減額」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「販売用不動産の増減額」「仕掛販売

用不動産の増減額」「買取債権の増減額」「その他」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産の増減額」に含まれる「販売用不動産の

増減額」「仕掛販売用不動産の増減額」「買取債権の

増減額」「その他」は、それぞれ△16,404百万円、△

50百万円、△14百万円、△12百万円であります。
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（8）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20年８月31日）

当連結会計年度
（平成21年８月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 1,442百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 582百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。

投資有価証券（株式） 642百万円

投資有価証券（匿名組合出資） 72百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。

投資有価証券（株式） 464百万円

投資有価証券（匿名組合出資） 0百万円

※３ 担保に供している資産及び対応債務
（担保提供資産）

たな卸資産 33,471百万円

※３ 担保に供している資産及び対応債務
（担保提供資産）
販売用不動産 3,371百万円
仕掛販売用不動産 28,960百万円

（対応債務）

短期借入金 4,100百万円

社債 18,000百万円

合計 22,100百万円

（対応債務）

短期借入金 3,160百万円

１年内返済予定の長期借入金 1,500百万円

１年内償還予定の社債 500百万円

社債 18,500百万円

被保証債務（社債） 1,000百万円

合計 24,660百万円

※４ コミットメントライン設定契約 ※４ ―――――――――――――

① コミットメントライン

コミットメントラインの
総額

1,900百万円

貸出実行残高 890百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び
金額

広告宣伝費 829百万円

役員報酬 262百万円

給与手当 1,253百万円

賞与 209百万円

賞与引当金繰入額 110百万円

法定福利費 185百万円

地代家賃 438百万円

支払手数料 577百万円

貸倒引当金繰入額 220百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及
び金額

広告宣伝費 152百万円

役員報酬 215百万円

給与手当 957百万円

賞与 46百万円

賞与引当金繰入額 0百万円

法定福利費 128百万円

地代家賃 460百万円

支払手数料 368百万円

貸倒引当金繰入額 345百万円

※２ たな卸資産評価損
通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益

性の低下による簿価切下額
特別損失 12,873百万円

※２ たな卸資産評価損
通常の販売目的で保有するたな卸資産の

収益性の低下による簿価切下額
売上原価 14,472百万円

※３ のれん償却額
のれん償却額は連結子会社株式の減損処理

に伴うのれんの償却額であります。

※３
――――――――――

※４
――――――――――

※４ 減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。

当社グループは、個々の物件をキャッシ

ュ・フローを生み出す最小単位として資産の

グループ化を行っております。

時価が下落しているため帳簿価格を回収可

能価額まで減損し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

回収可能価額は、販売実績におけるもっと

も保守的な価格での事例をベースとした正味

売却価額により測定・評価しております。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

土地、建物

及び構築物

他

2,015

埼 玉 県 さ

い た ま 市

他

そ の 他 の

事 業 用 資

産他

のれん 841

合計 2,856
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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19年９月１日 至 平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末の

株式数
当連結会計年度の

増加株式数
当連結会計年度の

減少株式数
当連結会計年度末の

株式数

発行済株式

普通株式 460,814株 －株 －株 460,814株

合計 460,814株 －株 －株 460,814株

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年11月22日
定時株主総会 普通株式 230 500 平成19年８月31日 平成19年11月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の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
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年11月21日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 230 500 平成20年８月31日 平成20年11月25日
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当連結会計年度(自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末の

株式数
当連結会計年度の

増加株式数
当連結会計年度の

減少株式数
当連結会計年度末の

株式数

発行済株式

普通株式 460,814株 －株 －株 460,814株

合計 460,814株 －株 －株 460,814株

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年11月21日
定時株主総会 普通株式 230 500 平成20年８月31日 平成20年11月25日

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

該当事項はありません。
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（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19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表上に掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表上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 14,765百万円

使途制限付信託預金 △37百万円

現金及び現金同等物 14,727百万円

現金及び預金勘定 7,924百万円

現金及び現金同等物 7,924百万円

※２

――――――――――

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社
の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度において株式等の売却により連結子
会社でなくなった会社の資産及び負債の内訳及び売
却による連結キャッシュ・フロー計算書への影響額
は以下のとおりであります。
①RD Legendベータ特定目的会社

流動資産 27,331百万円

繰延資産 157百万円

流動負債 △156百万円

固定負債 △27,000百万円

少数株主持分 △0百万円

その他の関係会社有価証券売却損 △333百万円

優先出資証券の売却価額 0百万円

現金及び現金同等物 △298百万円

差引：売却による支出 △298百万円

②㈱LHW他５社

流動資産 102百万円

固定資産 1,567百万円

流動負債 △70百万円

固定負債 △2,541百万円

関係会社株式売却益 1,512百万円

関係会社株式売却損 △8百万円

株式の売却価額 561百万円

現金及び現金同等物 △92百万円

差引：売却による収入 519百万円

：売却による支出 △50百万円

- 33 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日)

資産運用事
業

(百万円)

証券化事業

(百万円)

プロパティ
マネジメン
ト事業

(百万円)

サービシン
グ事業

(百万円)

投融資事業

(百万円)

その他の事
業

(百万円)

計

百万円

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

45,930 3,845 2,388 4,261 1,012 778 58,216 － 58,216

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 123 6 － － 57 186 （186） －

売上高計 45,930 3,968 2,395 4,261 1,012 835 58,403 （186） 58,216

営業費用 31,462 409 1,700 3,332 988 865 38,757 1,139 39,897

営業利益又は
営業損失（△）

14,468 3,559 695 929 24 △30 19,645 （1,326） 18,319

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 89,178 1,000 406 14,639 13,452 7,109 125,787 8,782 134,569

減価償却費 153 24 49 17 － 39 284 109 394

資本的支出 891 235 379 43 － 682 2,231 844 3,075

(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。

２ 各事業区分に属する主要な内容

(1) 資産運用事業 ： 収益不動産の調達、運用商品の組成・販売

(2) 証券化事業 ： 運用商品の証券化、機関投資家との共同出資

(3) プロパティマネジメント事業： 不動産管理

(4) サービシング事業 ： 債権管理回収、デューディリジェンス

(5) 投融資事業 ： M&A等による投資・育成、プロジェクトファイナンス

(6) その他の事業 ： ゴルフ場運営、不動産鑑定等

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1,520百万円であり、その主

なものは、当社の総務部門等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の金額は16,757百万円であり、その主なものは当社

での余剰資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度末より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号平成18年７月５日）を適用しております。これに伴い、従来の方法に比べて資産運用

事業セグメントの資産が12,873百万円少なく計上されております。
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当連結会計年度(自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日)
(単位：百万円)

資産運用事
業

(百万円)

証券化事業

(百万円)

プロパティ
マネジメン
ト事業

(百万円)

サービシン
グ事業

(百万円)

投融資事業

(百万円)

その他の事
業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社

(百万円)

連結

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売
上高

8,740 138 2,060 4,751 22 1,425 17,138 － 17,138

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 170 5 － － 16 192 （192） －

売上高計 8,740 308 2,065 4,751 22 1,441 17,330 （192） 17,138

営業費用 23,950 35 1,388 3,866 109 1,350 30,700 393 31,094

営業利益又は
営業損失（△）

△15,209 273 677 885 △87 91 △13,369 （586） △13,955

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 34,026 383 347 12,379 933 1,866 49,936 10,474 60,411

減価償却費 174 3 56 20 1 197 454 57 512

減損損失 － － － － － 2,856 2,856 － 2,856

資本的支出 90 2 45 28 － 59 227 31 258

(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。

２ 各事業区分に属する主要な内容

(1) 資産運用事業 ： 収益不動産の調達、運用商品の組成・販売

(2) 証券化事業 ： 運用商品の証券化、機関投資家との共同出資

(3) プロパティマネジメント事業： 不動産管理

(4) サービシング事業 ： 債権管理回収、デューディリジェンス

(5) 投融資事業 ： M&A等による投資・育成、プロジェクトファイナンス

(6) その他の事業 ： ゴルフ場運営、不動産鑑定等

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598百万円であり、その主な

ものは、当社の総務部門等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の金額は18,461百万円であり、その主なものは当社

での余剰資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。

２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年９月１日 至 平成21年８月31日)

本邦以外の国また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。

３．海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年９月１日 至 平成21年８月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（リース取引関係）

リース契約１件当たりリース料総額が３百万円を超えるものがないため記載を省略しており

ます。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

１．役員及び個人主要株主等

関係内容

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合
(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員及
びその
近親者

中瀬令造
及び
その近親
者２名

－ － 当社監査役 直接 0.0 － － 営業取引
不動産の
賃貸契約

13 － －

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

不動産の賃貸契約については、市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しております。

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月

17日）および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第13号 平成18年10月

17日）を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員が開示対象に

追加されております。

１．関連当事者との取引

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類 氏名 所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

職業
議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員及び
その近親

者

中瀬令造及
びその近親

者

－ －
当社監査役 直接0.0％ 営業取引

不動産の
賃貸契約

13 － －

子会社
の役員

相川泰男 － －
グローバル
債権回収㈱
取締役

直接0.0％ 弁護士業務 弁護士報酬 16 － －

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

不動産の賃貸契約については、市場価格を勘案して一般取引と同様に決定しております。

弁護士報酬については、一般的な弁護士報酬を基礎として支払っております。
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（２）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類 氏名 所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

職業
議決権等の
被所有割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
の役員 相川泰男 － －

グローバル
債権回収㈱
取締役

直接0.0％ 弁護士業務 弁護士報酬 10 － －

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

弁護士報酬については、一般的な弁護士報酬を基礎として支払っております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度

(平成20年８月31日)

当連結会計年度

(平成21年８月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

（百万円）
（繰延税金資産）

賞与引当金損金不算入 51百万円

保守補償引当金損金不算入 0百万円

流動化調整引当金損金不算入 10百万円

未払事業税損金不算入 185百万円

サービシング事業原価損金不算入 250百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 550百万円

繰越欠損金控除見込額 325百万円

未実現利益に係る一時差異 20百万円

その他 25百万円

減価償却費限度超過額 31百万円

たな卸資産評価損損金不算入 4,902百万円
控除対象外消費税等損金算入限度
超過額 23百万円

繰延税金資産合計 6,381百万円

（繰延税金負債）

未収還付事業税益金不算入 84百万円

繰延税金負債合計 84百万円

繰延税金資産の純額 6,297百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳

（百万円）
（繰延税金資産）

賞与引当金損金不算入 0百万円

機構改革損失引当金損金不算入 10百万円

流動化調整引当金損金不算入 7百万円

未払事業税損金不算入 13百万円

サービシング事業原価損金不算入 180百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 583百万円

減価償却費限度超過額 16百万円

繰越欠損金控除見込額 12,029百万円

たな卸資産評価損損金不算入 2,214百万円
控除対象外消費税等損金算入限度
超過額 19百万円

その他 231百万円

評価性引当額 △14,763百万円

繰延税金資産合計 543百万円

（繰延税金負債）

未収還付事業税益金不算入 0百万円

繰延税金負債合計 0百万円

繰延税金資産の純額 543百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）
交際費等永久に
損金に算入されない項目 0.7％

同族会社の留保金額に係る
法人税額 19.6％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目 △8.8％

のれん償却額 3.7％

連結子会社の税率差異 7.2％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.7％

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失であ

ったため記載しておりません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

(1) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

3,046 58 11

(2) 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

①非上場株式 1,655

②社債 20

③貸付債権信託受益権 631

④外国投資信託受益権 1,082

⑤匿名組合出資金 88

⑥特定目的会社優先出資 0

合計 3,478

（注）表中の「連結貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において

減損処理を行い、投資有価証券評価損519百万円を計上しております。

(3) その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

区分
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1)債券

社債 20 － － －

合計 20 － － －
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当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1)その他有価証券

①非上場株式 464

②貸付債権信託受益権 342

③外国投資信託受益権 779

④匿名組合出資金 13

合計 1,599

（注）表中の「連結貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において

減損処理を行い、投資有価証券評価損0百万円を計上しております
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日））及び当連結会計年度（自 平成

20年９月１日 至 平成21年８月31日））

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年９月１日 至 平成21年８月31日）

当社グループは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当連結会計年度（自
平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）
当社グループは、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式

を交付しておりませんので、該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。なお、単体の詳細は、66ページに記載しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

１株当たり純資産額 100,099円00銭 40,988円02銭

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） 1,831円76銭 △57,952円04銭

（注）1 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、前連結会計年度は潜在株式が存在しないため、当連結会計年

度は１株当たり当期純損失でありかつ潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 算定上の基礎

(１) １株当たり純資産額

前連結会計年度末
（平成20年８月31日)

当連結会計年度末
（平成21年８月31日)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（百万
円） 46,493 19,270

普通株式に係る純資産額（百万円） 46,127 18,887

差額の主な内訳（百万円）
少数株主持分

366 382

普通株式の発行済株式総数（株） 460,814 460,814

１株当たり総資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 460,814 460,814

(２) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

前連結会計年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 844 △26,705

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
（百万円） 844 △26,705

普通株式の期中平均株式数（株） 460,814 460,814
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度

(平成20年８月31日)

当事業年度

(平成21年８月31日)

（資産の部）

流動資産

現金及び預金 11,750 7,856

営業未収入金 202 68

有価証券 20 －

販売用不動産証券 1,012 －

販売用不動産 ※2 12,765 ※2 4,387

仕掛販売用不動産 ※2 29,109 ※2 28,960

貯蔵品 0 －

前払費用 142 151

繰延税金資産 2,472 －

短期貸付金 ※1 5,609 ※1 1,362

未収還付法人税等 725 2,057

未収消費税等 98 －

未収配当金 － ※1 7,923

その他 82 6

貸倒引当金 △835 △12

流動資産合計 63,155 52,762

固定資産

有形固定資産

建物 812 359

減価償却累計額 △82 △35

建物（純額） 730 323

車両運搬具 56 56

減価償却累計額 △27 △36

車両運搬具（純額） 29 20

工具、器具及び備品 1,001 366

減価償却累計額 △216 △203

工具、器具及び備品（純額） 784 162

有形固定資産合計 1,544 506

無形固定資産

ソフトウエア 198 147

電話加入権 3 －

その他 － 4

無形固定資産合計 202 152

投資その他の資産

投資有価証券 705 343

関係会社株式 3,233 886

その他の関係会社有価証券 20,000 －

出資金 27 26

関係会社長期貸付金 6,550 3,708

長期前払費用 6 －

繰延税金資産 130 －

敷金及び保証金 827 425

その他 － 293

貸倒引当金 △125 △1,276
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(単位：百万円)

前事業年度

(平成20年８月31日)

当事業年度

(平成21年８月31日)

投資その他の資産合計 31,357 4,408

固定資産合計 33,103 5,067

繰延資産

社債発行費 234 124

繰延資産合計 234 124

資産合計 96,494 57,953

（負債の部）

流動負債

短期借入金 ※2 9,760 ※1,2 5,190

１年内返済予定の長期借入金 8,200 ※2 2,000

１年内償還予定の社債 1,500 ※2 4,000

未払金 275 146

未払配当金 ※1 9,771 ※1 7,817

未払費用 209 100

未払法人税等 783 14

未払消費税等 － 106

前受金 175 94

預り金 1,369 244

賞与引当金 110 －

機構改革損失引当金 － 25

流動負債合計 32,155 19,738

固定負債

社債 ※2 24,500 ※2 20,500

長期借入金 600 －

保守補償引当金 1 －

流動化調整引当金 27 19

関係会社投資損失引当金 － 80

預り敷金 2,145 1,597

固定負債合計 27,274 22,196

負債合計 59,429 41,935

（純資産の部）

株主資本

資本金 5,453 5,453

資本剰余金

資本準備金 6,899 6,899

資本剰余金合計 6,899 6,899

利益剰余金

利益準備金 20 20

その他利益剰余金

別途積立金 10,630 10,630

繰越利益剰余金 14,061 △6,984

利益剰余金合計 24,711 3,665

株主資本合計 37,064 16,018

純資産合計 37,064 16,018

負債純資産合計 96,494 57,953
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(2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

売上高

資産運用事業収入 8,766 8,058

プロパティマネジメント事業収入 2,202 1,975

証券化事業収入 2,965 308

その他の事業収入 557 0

売上高合計 14,492 10,343

売上原価

資産運用事業原価 6,734 ※2 10,079

プロパティマネジメント事業原価 1,064 1,011

その他の事業原価 478 －

売上原価合計 8,277 11,090

売上総利益又は売上総損失（△） 6,214 △747

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 302 106

役員報酬 211 164

給与及び手当 988 705

賞与 165 9

賞与引当金繰入額 110 －

法定福利費 142 84

福利厚生費 21 15

旅費及び交通費 57 31

通信費 24 22

地代家賃 375 387

水道光熱費 24 14

消耗品費 197 42

租税公課 275 129

賃借料 10 4

支払手数料 516 298

減価償却費 337 290

その他 71 51

販売費及び一般管理費合計 3,833 2,359

営業利益又は営業損失（△） 2,380 △3,106

営業外収益

受取利息 467 ※1 307

有価証券利息 19 0

受取配当金 ※1 10,356 0

受取手数料 52 17

投資有価証券売却益 58 －

その他 19 59

営業外収益合計 10,973 385

営業外費用

支払利息 ※1 1,032 282

社債利息 222 227

社債発行費償却 136 110

支払保証料 168 185

投資有価証券売却損 11 －
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(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成19年９月１日

至 平成20年８月31日)

当事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

その他 5 5

営業外費用合計 1,577 811

経常利益又は経常損失（△） 11,776 △3,532

特別利益

前期損益修正益 － ※3 61

貸倒引当金戻入益 6 －

賞与引当金戻入益 － 35

関係会社株式売却益 － 0

関係会社配当金 － 10,277

抱合せ株式消滅益 36 400

特別利益合計 42 10,774

特別損失

機構改革損失 － 1,259

たな卸資産評価損 ※2 4,837 －

関係会社貸付金譲渡損 － 1,309

投資有価証券評価損 519 －

関係会社株式売却損 － 1,153

その他の関係会社有価証券売却損 － 19,999

関係会社株式評価損 89 1,058

関係会社貸倒引当金繰入額 952 323

関係会社貸倒損失 － 197

関係会社投資損失引当金繰入額 － 80

その他 100 40

特別損失合計 6,499 25,421

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 5,319 △18,180

法人税、住民税及び事業税 4,222 1

過年度法人税等 － 30

法人税等調整額 △1,653 2,603

法人税等合計 2,568 2,635

当期純利益又は当期純損失（△） 2,750 △20,815
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(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度

(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,453 5,453

当期末残高 5,453 5,453

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 6,899 6,899

当期末残高 6,899 6,899

資本剰余金合計

前期末残高 6,899 6,899

当期末残高 6,899 6,899

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 20 20

当期末残高 20 20

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 8,630 10,630

当期変動額

別途積立金の積立 2,000 －

当期変動額合計 2,000 －

当期末残高 10,630 10,630

繰越利益剰余金

前期末残高 13,541 14,061

当期変動額

別途積立金の積立 △2,000 －

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 2,750 △20,815

当期変動額合計 520 △21,045

当期末残高 14,061 △6,984

利益剰余金合計

前期末残高 22,191 24,711

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 2,750 △20,815

当期変動額合計 2,520 △21,045

当期末残高 24,711 3,665

株主資本合計

前期末残高 34,544 37,064

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 2,750 △20,815

当期変動額合計 2,520 △21,045

当期末残高 37,064 16,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
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(単位：百万円)

前事業年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度

(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

前期末残高 111 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111 －

当期変動額合計 △111 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 111 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111 －

当期変動額合計 △111 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 34,656 37,064

当期変動額

剰余金の配当 △230 △230

当期純利益又は当期純損失（△） 2,750 △20,815

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111 －

当期変動額合計 2,408 △21,045

当期末残高 37,064 16,018
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（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度(自平成19年９月１日至平成20年８月31日)及び当事業年度(自 平成20年９月１日至 平

成21年８月31日)

該当事項はありません。
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（5）重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

１ 有価証券の評価

基準及び評価方
法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっており

ます。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券（販売用不動産証券

を含む）

(2) その他有価証券

時価のないもの

販売用不動産証券は個別法による原価

法、その他は移動平均法による原価法に

よっております。

投資事業有限責任組合への出資金につ

いての詳細は「7 その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項（2）投資事

業有限責任組合への出資金の会計処理」

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によっており

ます。

(1) 販売用不動産

個別法による原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 販売用不動産

同左

(2) 仕掛販売用不動産

個別法による原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によっており

ます。

(2) 仕掛販売用不動産

同左

２ たな卸資産の評

価基準及び評価

方法

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっておりま

す。

(3) 貯蔵品

同左

(1) 有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法によっております。

(1) 有形固定資産

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法によっております。

３ 固定資産の減価

償却の方法

（追加情報）

当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得したものについては償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっております。

これに伴う損益への影響は軽微であり

ます。

ただし、建物については、定額法によ

っております。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

４ 繰延資産の処理

方法

(1) 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。

なお、平成18年８月期末において計上

している社債発行費は３年間にわたり均

等償却しております。

(1) 社債発行費

同左

- 55 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



項目
前事業年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

５ 引当金の計上基

準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れ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

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額基準により計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 保守補償引当金

販売不動産のメンテナンス補償特約に

基づく保守補償費の支出に備えるため、

資産運用事業収入のうち販売不動産売上

高に対する保守補償費の実績率による発

生見込額を計上しております。

(3) 保守補償引当金

――――――――――

(4) 流動化調整引当金

特別目的会社などとの不動産に関する

流動化取引に付随して、当該資産から生

ずる各利害関係者の満足する適正な投資

利回りを調整する上で、一定期間、一定

金額を負担する契約を結ぶことがあり、

当該契約に基づいて個別に勘案した将来

予想される当社の負担見込額を計上して

おります。

(4) 流動化調整引当金

同左

(5)

――――――――――

(5) 機構改革損失引当金
機構改革に伴う損失に備えるため、今

後発生が見込まれる損失について合理的

な見込額を計上しております。

(6)

――――――――――

(6) 関係会社投資損失引当金
関係会社への投資に係る損失に備える

ため、当該関係会社の財政状態を勘案し

て必要額を計上しております。

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。

――――――――――

７ その他財務諸表

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、控除対象外消費税等は全額当期

の費用として処理しております。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

(2) 投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資金の会計処理

投資事業有限責任組合への出資金（金

融商品取引法第２条第２項で規定する有

価証券とみなされるもの）について、組

合の収益・費用については、その持分相

当額を収益及び費用として計上しており

ます。

匿名組合出資金（金融商品取引法第２

条第２項で規定する有価証券とみなされ

るもの）については、匿名組合の純資産

のうち当社の持分相当額を投資有価証券

として計上しております。

（2）投資事業有限責任組合及びこれに類

する組合への出資金の会計処理

匿名組合出資金（金融商品取引法第２

条第２項で規定する有価証券とみなされ

るもの）については、匿名組合の純資産

のうち当社の持分相当額を投資有価証券

として計上しております。
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（6）重要な会計方針の変更

会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

(たな卸資産の評価基準の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日）が平成20年３月31日以

前に開始する事業年度に係る財務諸表から早期適用で

きることになったことに伴い、当事業年度末から同会

計基準を適用しております。

これにより税引前当期純利益が4,837百万円減少して

おります。

また、この変更は当事業年度末において、同会計基

準の早期適用のための受入準備が整ったことを契機に

検討したことから、当中間会計期間は従来の方法によ

っております。

従って、当中間会計期間は、変更後の方法によった

場合に比べて、税引前中間純利益が4,888百万円多く計

上されております。

―――――――――――――

―――――――――――――

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17

日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた処理によって

おります。

この変更により損益に与える影響はありません。

- 58 -

株式会社レーサム(8890)　平成21年8月期決算短信



表示方法の変更

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

（貸借対照表）
前事業年度まで流動負債の「未払金」に含め

て表示しておりました「未払配当金」は、当事
業年度において、その金額が負債及び純資産の
100分の１を超えたため、当事業年度より区分掲
記しております。

なお、前事業年度の「未払配当金」は３百万円であ

ります。

（貸借対照表）
前事業年度において独立掲記しておりました流動資

産の「貯蔵品」（当事業年度0百万円）、無形固定資

産の「電話加入権」（当事業年度3百万円）は、金額

が僅少となったため、それぞれ流動資産及び無形固定

資産の「その他」に含めて記載しております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年８月31日)

当事業年度
(平成21年８月31日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

短期貸付金 5,385百万円

未払配当金 9,768百万円

※１ 関係会社に対する資産及び負債

未収配当金 7,923百万円

短期貸付金 1,362百万円

短期借入金 2,030百万円

未払配当金 7,814百万円

※２ 担保に供している資産対応債務

（担保提供資産）

販売用不動産 4,671百万円

仕掛販売用不動産 28,799百万円

合計 33,471百万円

※２ 担保に供している資産対応債務

（担保提供資産）

販売用不動産 3,371百万円

仕掛販売用不動産 28,960百万円

合計 32,331百万円

（対応債務）

短期借入金 4,100百万円

社債 18,000百万円

合計 22,100百万円

（対応債務）

短期借入金 3,160百万円

１年内返済予定の長期借入
金 1,500百万円

１年内償還予定の社債 500百万円

社債 18,500百万円

被保証債務（社債） 1,000百万円

合計 24,660百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

※１ 関係会社に対する事項

受取配当金 10,356百万円

支払利息 295百万円

※１ 関係会社に対する事項

受取利息 293百万円

※２ たな卸資産評価損

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益

性の低下による簿価切下額

特別損失 4,837百万円

※２ たな卸資産評価損

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益

性の低下による簿価切下額

売上原価（資産運用事業原価） 2,757百万円

※３

─────────

※３ 前期損益修正益は過年度減価償却費でありま

す。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当事業年度（自 平成20年
９月１日 至 平成21年８月31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。
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（リース取引関係）

前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当事業年度（自 平成20年
９月１日 至 平成21年８月31日）

リース契約１件当たりのリース料総額が３百万円を超えるものがないため記載を省略してお
ります。
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(有価証券関係)

前事業年度（自 平成19年９月１日平成18年９月１日 至 平成20年８月31日）及び当事業年度
（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成20年８月31日)

当事業年度
(平成21年８月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

(百万円)

（繰延税金資産）

保守補償引当金損金不算入 0

賞与引当金損金不算入 44

未払事業税損金不算入 169

流動化調整引当金損金不算入 10

たな卸資産評価損損金不算入 1,968

貸倒引当金繰入限度超過額 391

減価償却費限度超過額 30

控除対象外消費税等損金算入限度超
過額 23

関係会社株式評価損損金不算入 36

その他 9

繰延税金資産合計 2,685

（繰延税金負債）

未収還付事業税益金不算入 81

繰延税金負債合計 81

繰延税金資産の純額 2,603

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

(百万円)

（繰延税金資産）

機構改革損失引当金損金不算入 10

流動化調整引当金損金不算入 7

関係会社投資損失引当金損金不算入 32

未払事業税損金不算入 5

繰越欠損金控除見込額 11,809

たな卸資産評価損損金不算入 1,432

貸倒引当金繰入限度超過額 524

減価償却費限度超過額 15

控除対象外消費税等損金算入限度超
過額 18

関係会社株式評価損 431

その他 40

評価性引当額 △14,328

繰延税金資産合計 ―

（繰延税金負債）

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 ―

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目 0.3％

同族会社の留保金額に係る法人税額 8.5％

合併による繰越欠損金受入額 △1.3％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 48.3％

当事業年度は税引前当期純損失であったため記載し

ておりません。
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（企業結合関係）

前事業年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日）

（共通支配下の取引等）

1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、結合企業の法的形式、結

合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容

レーサム・ライジングサン有限会社：資産運用事業及び証券化事業

有限会社表参道アドバンス：資産運用事業

有限会社アールエス・インベストメント：資産運用事業

有限会社ＨＭインベストメント：資産運用事業

(2)企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、レーサム・ライジングサン有限会社他3社は解散し

ております。

(3)結合後企業の名称

株式会社レーサム

(4)取引目的を含む取引の概要

当社グループは、当社を中心に顧客向けに資産運用としての不動産の仕入及び販売並びに

証券化を行っておりますが、グループ経営の効率化を図ることを目的として、資産運用事業

及び証券化事業を展開するグループ会社を整理統合を行うために、資産運用事業として不動

産を保有しておりました有限会社表参道アドバンス、有限会社アールエス・インベストメン

ト及び有限会社ＨＭインベストメント並びに証券化事業として、主に機関投資家との共同出

資等を行っておりますレーサム・ライジングサン有限会社の４社を当社が吸収合併しました。

2.実施した会計処理の概要

当該合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針10

号 最終改正平成19年11月15日）に基づき共通支配下の取引として会計処理を行っておりま

す。

財務諸表において、被合併企業の合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により引き継

いだ資産及び負債と当社のもつ子会社株式の帳簿価額との差額を特別利益として「抱合せ株

式消滅益」36百万円を計上しております。

当事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日）

（共通支配下の取引等）

1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、結合企業の法的形式、結

合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業の名称及び事業の内容

レーサムトラスト不動産投資顧問株式会社：資産運用事業
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(2)企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、レーサムトラスト不動産投資顧問株式会社は解散

しております。

(3)結合後企業の名称

株式会社レーサム

(4)取引目的を含む取引の概要

当社は、グループ経営の効率化を図るため、資産運用事業を展開するレーサムトラスト不

動産投資顧問株式会社を吸収合併しております。

2.実施した会計処理の概要

当該合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針10

号 最終改正平成19年11月15日）に基づき共通支配下の取引として会計処理を行っておりま

す。

財務諸表において、被合併企業の合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により引き継

いだ資産及び負債と当社のもつ子会社株式の帳簿価額との差額を特別利益として「抱合せ株

式消滅益」400百万円を計上しております。
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(１株当たり情報)

項目
前事業年度

（自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
（自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

１株当たり純資産額 80,433円14銭 34,761円85銭

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） 5,969円14銭 △45,171円29銭

（注）1 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、前事業年度は潜在株式が存在しないため、当事業年度は１株

当たり当期純損失でありかつ潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2 算定上の基礎

(１) １株当たり純資産額

前事業年度末
（平成20年８月31日)

当事業年度末
（平成21年８月31日)

貸借対照表上の純資産の部の合計額（百万円） 37,064 16,018

普通株式に係る純資産額（百万円） 37,064 16,018

普通株式の発行済株式総数（株） 460,814 460,814

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 460,814 460,814

(２) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）

前事業年度
(自 平成19年９月１日
至 平成20年８月31日)

当事業年度
(自 平成20年９月１日
至 平成21年８月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 2,750 △20,815

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
（百万円） 2,750 △20,815

普通株式の期中平均株式数（株） 460,814 460,814
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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６．その他

(1) 役員の異動

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

該当事項はありません。
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