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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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11月期 8,882 △11.3 486 △68.0 335 △75.7 27 △95.9

20年11月期 10,012 19.7 1,521 17.7 1,380 15.0 657 △3.1

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11月期 3.02 3.01 0.7 2.5 5.5
20年11月期 70.48 69.93 17.4 12.0 15.2

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  ―百万円 20年11月期  ―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11月期 13,045 3,739 28.7 414.43
20年11月期 13,571 3,936 29.0 431.64

（参考） 自己資本   21年11月期  3,739百万円 20年11月期  3,936百万円

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11月期 549 △685 △276 2,205
20年11月期 △2,370 △3 3,496 2,618

2.  配当の状況 

(注） 22年11月期の予想配当には、記念配当 2円00銭を含めております。 

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11月期 ― ― ― 20.00 20.00 182 28.4 4.9
21年11月期 ― ― ― 11.00 11.00 99 364.2 2.6

22年11月期 
（予想）

― ― ― 13.00 13.00 39.8

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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

4,700 4.1 490 0.3 410 0.5 250 17.5 27.71

通期 10,150 14.3 650 33.5 500 49.2 295 981.7 32.69
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4.  その他 

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

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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11月期 9,446,600株 20年11月期 9,445,600株

② 期末自己株式数 21年11月期  423,220株 20年11月期  325,080株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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11月期 8,480 △12.3 208 △84.5 354 △71.5 142 △75.3

20年11月期 9,667 19.7 1,347 18.3 1,242 15.8 577 △6.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 15.80 15.80
20年11月期 61.92 61.43

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11月期 12,825 3,657 28.5 405.29
20年11月期 13,336 3,738 28.0 409.93

（参考） 自己資本 21年11月期  3,657百万円 20年11月期  3,738百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて作成したもので
あり、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、世界的な金融不安による急激な景気悪化からは回復

の兆しが見られたものの、依然、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続くなど厳しい状況の中で推移

いたしました。 

その環境下にあっても、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、昨年

平成21年春の大学入学者数が60.9万人、大学生総数は284.6万人(文部科学省「学校基本調査」によ

る)といずれも前年を上回り、過去 高水準を維持しております。引き続き、少子化時代にあっても

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

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

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

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

部門と人材ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)計４部

門で事業展開を図っております。 

特に、景気動向の影響を比較的受けにくい不動産ソリューション事業における学生マンション部門

は、ますます高まる学生の安心・快適な住居ニーズに支えられ順調に推移いたしました。 

 当連結会計年度の売上高は8,882,357千円(前期比11.3％減)となりました。 

 事業別の業績を示すと次のとおりであります。 

(不動産ソリューション事業) 

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

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

す高まるものと予想されます。 

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

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

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

人、個人投資家等へ販売した後にサブリースで運営を受託する独自開発にも注力してまいりまし

た。その結果、新規サブリース13棟270戸、自社保有(販売用不動産)３棟176戸、新規管理受託１棟

118戸を開発いたしました。一部管理戸数の減少分を差し引き総管理戸数は152棟6,119戸(前期末比

8.5％増)となりました。しかしながら、販売用不動産の売却については、景気低迷による金融情勢

の悪化の影響を受け、販売計画は未達となりました。 

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

生サービスプラザ」の体制強化を継続し、インターネット情報提供の充実、大学との連携や全国大

手不動産会社とのネットワークである「全国ひとり暮らしＣＬＵＢ」の強化等により安定した入居

者確保を図りました。その結果、管理物件の入居率は、昨年に引き続き４年連続100.0％(平成21年

４月現在)を達成いたしました。 

その結果、不動産ソリューション事業の売上高は7,029,363千円(前期比12.7％減)、営業利益は

701,488千円(同60.8％減)となりました。また、部門別売上高は、開発部門は1,597,185千円(同

46.5％減）、学生マンション部門は5,432,178千円(同7.2％増)となりました。 

(学生生活支援事業) 

学生等を中心顧客とし、合宿・研修関連を主な事業とする課外活動支援部門は、大学別・種目別

マーケティングの推進により、新規顧客の開拓、リピーター化の促進に取組むとともに、地域行政

等と協力したスポーツ大会等への学生誘致による地域活性化支援にも取組むなど、当社グループの

学生顧客ネットワークを活かした収益拡大に注力してまいりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

  (当期の経営成績)

  ① 売上高
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一方、学生の「出口」となる就職支援を担う事業分野である人材ソリューション部門は、コミュ

ニケーション力をはじめとした社会人基礎力をもつ課外活動の幹部学生層と企業とのマッチングを

コンセプトに事業拡大を図っており、合同企業説明会を中心とする新卒採用商品を造成、企業への

販売を展開してまいりました。当連結会計年度については業績に与える影響はまだ軽微なものの、

課外活動支援分野とのシナジーも大きく、学生生活支援の重要分野として引き続き注力してまいり

ます。 

その結果、学生生活支援事業の売上高は1,852,994千円(前期比5.3％減)、営業利益は334,247千

円(同9.4％増)となりました。また、部門別売上高は、課外活動支援部門は1,784,283千円(同5.3％

減)、人材ソリューション部門は68,710千円(同5.5％減)となりました。 

② 営業利益 

当連結会計年度の売上総利益は2,460,195千円(前期比33.5％減)となりました。事業別には不動

産ソリューション事業の売上総利益は1,465,009千円(同45.3％減)、学生生活支援事業の売上総利

益は995,185千円(同2.6％減)となりました。不動産ソリューション事業については学生マンション

部門は順調に推移したものの開発部門の売上計画未達が影響し、さらに当連結会計年度から賃貸に

供した販売用不動産について減価償却費引当金繰入額（減価償却費相当額)90,249千円、販売用不

動産の評価損63,122千円を計上したことなどにより前連結会計年度に比べ大幅な減益となりまし

た。また、学生生活支援事業についても前連結会計年度に比べ減益となりました。 

一方、当連結会計年度の販売費及び一般管理費は1,973,444千円(同9.4％減)となりました。これ

は、主に不動産ソリューション事業の開発部門において前年度発生していた販売用不動産の売却関

連費用が大幅に減少したことに加え、全社を挙げてコスト意識をより高め、コスト削減に取り組ん

だ結果であります。なお、販売費及び一般管理費率は22.2％となりました。 

その結果、当連結会計年度の営業利益は486,750千円(同68.0％減)となりました。 

③ 経常利益 

当連結会計年度の営業外収支は前連結会計年度に比べ、営業外費用の社債発行による支払利息等

が増加したことなどによりマイナス151,717千円(前年同期はマイナス141,315千円)となりました。

その結果、当連結会計年度の経常利益は335,033千円(前期比75.7％減)と前連結会計年度に比べ

大幅な減益となりました。 

④ 当期純利益 

当連結会計年度の当期純利益は27,271千円(前期比95.9％減)と大幅な減益となりました。これ

は、不動産ソリューション事業の開発部門における減益に加え、特別損失に投資有価証券売却損

30,000千円、学生生活支援事業の課外活動支援部門のフットサル施設についての減損損失38,064千

円等を計上したこと、さらに、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、119,674千円の取崩し

の必要が生じたためであります。 

その結果、１株当たり当期純利益は3円02銭(前連結会計年度は70円48銭)となりました。 

今後のわが国の経済につきましては、世界的な金融不安による急激な景気悪化からは回復の兆しが

見られたものの、引き続き、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷や金融情勢の悪化が予想されます。こ

のような環境の中では、この数年当社グループの利益拡大の一翼を支えてきた学生マンションの開発

部門における自社開発物件の売却による収益を見込んでの事業運営は避けざるを得ません。 

次期の連結業績見通しにつきましては、売上高10,150百万円、営業利益650百万円、経常利益500百

万円、当期純利益295百万円を計画し、次期につきましては、企業のＣＲＥ戦略や個人の旺盛な需要

に支えられた不動産の有効活用分野を中核に着実な事業運営を図ってまいります。 

また、配当につきましては、配当性向を25％以上から30％以上に引上げ、継続的に実施していく計

画であります。 

  (次期の見通し)
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当連結会計年度の資産合計は13,045,244千円となり前連結会計年度に比べ526,735千円減少いたし

ました。この減少の主な要因は、流動資産において、販売用不動産が売却及び一部固定資産への振替

等により2,152,167千円の減少、前渡金が338,128千円の減少、現金及び預金が227,202千円の増加、

また、固定資産において、販売用不動産からの振替等により有形固定資産が1,740,191千円増加した

ことによります。 

負債合計は9,305,676千円となり前連結会計年度に比べ329,482千円減少いたしました。この減少の

主な要因は、短期借入金が1,680,000千円の減少、未払法人税等が237,500千円の減少、社債(１年内

償還予定分を含む)が1,216,500千円の増加及び長期借入金(１年内返済予定分を含む)が403,824千円

増加したことによるものであります。また、純資産合計は3,739,568千円となり前連結会計年度に比

べ197,252千円減少いたしました。この減少の主な要因は、前期の剰余金処分による配当金182,410千

円、自己株式の取得35,196千円及び当期純利益27,271千円を計上したことによります。 

その結果、１株当たり純資産額は414円43銭となり前連結会計年度に比べ17円21銭減少いたしまし

た。また、自己資本比率は前連結会計年度の29.0％から28.7％となりました。 

  

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ

412,797千円減少し2,205,646千円となりました。 

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

 ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により得られた資金は549,233千円(前期は使用した資金が2,370,898千円)となりまし

た。これは主に税金等調整前当期純利益260,481千円、非資金項目である減価償却費138,661千円、

たな卸資産の減少による収入268,398千円、その他営業資産の減少による収入294,717千円、法人税

等の支払による支出397,606千円によるものであります。 

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は685,632千円(前期は使用した資金が3,321千円)となりまし

た。これは定期預金の純増加額640,000千円、有形・無形固定資産の取得による支出39,837千円、

貸付・貸付の回収による差額支出55,795千円及び投資有価証券の売却による収入50,000千円による

ものであります。 

 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により使用した資金は276,398千円(前期は得られた資金が3,496,429千円)となりまし

た。これは主に短期借入金の純減額1,680,000千円の支出、配当金の支払による支出181,701千円、

自己株式の取得による支出35,196千円、長期借入金の純増額403,824千円の収入及び社債の純増額

1,216,500千円の収入によるものであります。 

なお、当連結会計年度におきましては、不動産ソリューション事業における販売用不動産の新た

な取得は行いませんでした。そのため、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスとなりまし

た。今後の販売用不動産の取得につきましては、金融情勢を十分に考慮しながら行う予定でありま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析

  (資産、負債及び純資産の状況)

  (キャッシュ・フローの状況)
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本（純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数(自己株式を除く)により算出しており

ます。 

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

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。な

お、平成19年11月期(中間及び期末)、平成20年11月期（中間及び期末）及び平成21年11月期(中間)のキャッシュ・

フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キャッシュ・フローがマイナスの

ため記載しておりません。 

  

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

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

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

に実施していくことを目標としておりましたが、次期以降につきましては、さらなる株主に対する利

益還元を行うこととし、配当性向を30％以上に変更することといたします。 

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

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

なお、当期の期末配当につきまして公表のとおり１株につき11円00銭(連結配当性向364.2％)を予

定しております。また、次期の配当につきましては変更後の連結配当性向30％以上という基本方針に

基づき１株につき11円00銭(配当性向33.6％)の普通配当に加え、上場10周年を迎えるにあたっての記

念配当１株につき２円00銭を予定しており、あわせて１株につき13円00銭(配当性向39.8％)を配当す

る計画であります。 

  

  

平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

中間 期末 中間 期末 中間 期末

自己資本比率(％) 33.1 38.6 32.7 29.0 30.0 28.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

66.7 60.3 45.0 28.5 22.1 18.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― ― ― ― ― 14.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― ― ― ― 4.4

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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近の有価証券報告書（平成21年２月20日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

2. 企業集団の状況
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上記につきましては、平成18年11月期決算短信（平成18年１月22日開示）により開示を行った内容

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (当社ホームページ） 

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

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

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

当社グループは、経常利益の成長を第一の目標にしております。中期的には経常利益15億円の目標

を掲げております。さらに、株主への利益還元の観点から配当性向について従来の25％以上を30％以

上に変更し、配当を安定的かつ継続的に実施していくことを目標といたします。 

  

上記につきましては、平成20年11月期決算短信（平成21年１月15日開示）により開示を行った内容

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (当社ホームページ） 

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

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

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

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 目標とする経営指標

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  2,811,444 ※２  3,038,646

受取手形及び売掛金 47,284 39,184

たな卸資産 ※２  7,615,188 ※２  －

販売用不動産 ※２, ※４  － ※２, ※４  5,451,291

貯蔵品 － 13,173

前渡金 911,150 573,022

繰延税金資産 84,187 76,494

その他 ※２  348,222 ※２  383,080

貸倒引当金 △477 △79

流動資産合計 11,816,999 9,574,811

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２, ※４  61,721 ※２, ※４  575,834

土地 ※２, ※４  － ※２, ※４  1,220,551

その他 ※２, ※４  6,536 ※２, ※４  12,063

有形固定資産合計 68,257 1,808,449

無形固定資産 56,346 88,938

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２  189,129 ※２  103,831

長期貸付金 162,987 213,468

繰延税金資産 128,385 4,482

差入保証金 866,165 919,265

その他 ※２  249,802 ※２  263,832

貸倒引当金 △1,021 △9

投資その他の資産合計 1,595,450 1,504,871

固定資産合計 1,720,054 3,402,259

繰延資産   

社債発行費 34,925 68,172

繰延資産合計 34,925 68,172

資産合計 13,571,979 13,045,244
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 286,751 171,210

短期借入金 ※２  3,880,000 ※２  2,200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※２  1,072,296 ※２  746,229

1年内償還予定の社債 172,800 314,200

未払金 41,068 83,991

未払法人税等 314,032 76,531

賞与引当金 57,500 28,000

工事損失引当金 14,100 －

その他 205,400 244,556

流動負債合計 6,043,947 3,864,719

固定負債   

社債 1,027,200 2,102,300

長期借入金 ※２  1,912,079 ※２  2,641,970

退職給付引当金 908 1,186

役員退職慰労引当金 154,800 163,800

長期預り敷金 496,222 509,225

その他 － 22,474

固定負債合計 3,591,210 5,440,956

負債合計 9,635,158 9,305,676

純資産の部   

株主資本   

資本金 773,526 773,614

資本剰余金 507,281 507,368

利益剰余金 2,820,681 2,665,543

自己株式 △160,925 △196,121

株主資本合計 3,940,565 3,750,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,744 △10,837

評価・換算差額等合計 △3,744 △10,837

純資産合計 3,936,821 3,739,568

負債純資産合計 13,571,979 13,045,244
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
  至 平成21年11月30日) 

売上高 10,012,250 8,882,357

売上原価 ※４  6,312,250 ※４  6,422,162

売上総利益 3,699,999 2,460,195

販売費及び一般管理費 ※１  2,178,639 ※１  1,973,444

営業利益 1,521,359 486,750

営業外収益   

受取利息 9,391 8,713

受取配当金 929 697

その他 2,359 2,128

営業外収益合計 12,679 11,539

営業外費用   

支払利息 121,070 121,133

資金調達費用 28,778 9,311

社債発行費 2,527 31,794

その他 1,619 1,017

営業外費用合計 153,995 163,256

経常利益 1,380,044 335,033

特別利益   

投資有価証券売却益 6,500 －

貸倒引当金戻入額 1,868 361

特別利益合計 8,368 361

特別損失   

固定資産除却損 ※２  3,699 ※２  5,753

投資有価証券売却損 － 30,000

投資有価証券評価損 147,476 1,096

工事損失引当金繰入額 ※３  95,807 ※３  －

減損損失 ※５  － ※５  38,064

特別損失合計 246,983 74,913

税金等調整前当期純利益 1,141,428 260,481

法人税、住民税及び事業税 575,727 104,504

法人税等調整額 △91,921 128,704

法人税等合計 483,805 233,209

当期純利益 657,623 27,271
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 771,836 773,526

当期変動額   

新株の発行 1,690 88

当期変動額合計 1,690 88

当期末残高 773,526 773,614

資本剰余金   

前期末残高 505,595 507,281

当期変動額   

新株の発行 1,686 87

当期変動額合計 1,686 87

当期末残高 507,281 507,368

利益剰余金   

前期末残高 2,342,143 2,820,681

当期変動額   

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 657,623 27,271

当期変動額合計 478,538 △155,138

当期末残高 2,820,681 2,665,543

自己株式   

前期末残高 △95 △160,925

当期変動額   

自己株式の取得 △160,829 △35,196

当期変動額合計 △160,829 △35,196

当期末残高 △160,925 △196,121

株主資本合計   

前期末残高 3,619,480 3,940,565

当期変動額   

新株の発行 3,376 175

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 657,623 27,271

自己株式の取得 △160,829 △35,196

当期変動額合計 321,084 △190,159

当期末残高 3,940,565 3,750,405
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,448 △3,744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,192 △7,092

当期変動額合計 △9,192 △7,092

当期末残高 △3,744 △10,837

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,448 △3,744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,192 △7,092

当期変動額合計 △9,192 △7,092

当期末残高 △3,744 △10,837

新株予約権   

前期末残高 7,777 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,777 －

当期変動額合計 △7,777 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 3,632,705 3,936,821

当期変動額   

新株の発行 3,376 175

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 657,623 27,271

自己株式の取得 △160,829 △35,196

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,969 △7,092

当期変動額合計 304,115 △197,252

当期末残高 3,936,821 3,739,568
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前連結会計期間 
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
  至 平成21年11月30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 1,141,428 260,481

減価償却費 ※１  23,285 ※１  138,661

減損損失 － 38,064

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,882 △1,410

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,600 △29,500

工事損失引当金の増減額（△は減少） 14,100 △14,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 908 277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,600 9,000

受取利息及び受取配当金 △10,320 △9,410

支払利息 121,070 121,133

株式交付費償却 156 1

社債発行費償却 2,527 31,794

投資有価証券売却損益（△は益） △6,500 30,000

固定資産除却損 3,699 5,753

投資有価証券評価損益（△は益） 147,476 1,096

売上債権の増減額（△は増加） 210,133 9,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,808,930 268,398

仕入債務の増減額（△は減少） 247,954 △115,540

その他の資産の増減額（△は増加） △527,207 294,717

その他の負債の増減額（△は減少） △56,904 73,414

未払又は未収消費税等の増減額 △25,901 20,989

その他 28,451 9,088

小計 △1,506,453 1,142,022

利息及び配当金の受取額 8,664 8,603

利息の支払額 △117,096 △123,999

株式交付費 △156 △1

社債発行費 △41,540 △79,784

法人税等の支払額 △704,726 △397,606

その他の支出 △9,589 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,370,898 549,233
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（単位：千円）

前連結会計期間 
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
  至 平成21年11月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △193,000 △2,693,000

定期預金の払戻による収入 193,000 2,053,000

有形固定資産の取得による支出 △12,003 △19,211

無形固定資産の取得による支出 △29,812 △20,625

投資有価証券の取得による支出 △25,000 －

投資有価証券の売却による収入 56,500 50,000

貸付けによる支出 △100,000 △70,000

貸付金の回収による収入 106,994 14,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,321 △685,632

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） △53,000 △1,680,000

長期借入れによる収入 2,830,000 1,187,000

長期借入金の返済による支出 △136,625 △783,176

社債の発行による収入 1,200,000 1,460,000

社債の償還による支出 － △243,500

株式の発行による収入 3,376 175

自己株式の取得による支出 △160,829 △35,196

配当金の支払額 △178,714 △181,701

その他の支出 △7,777 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,496,429 △276,398

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,122,208 △412,797

現金及び現金同等物の期首残高 1,496,235 2,618,444

現金及び現金同等物の期末残高 ※２  2,618,444 ※２  2,205,646
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    前連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

     該当事項はありません。 

    当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日) 

     該当事項はありません。 

(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】
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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12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

１  連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 株式会社 学生サー

ビスプラザ

同左

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

同左

３ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

(イ)有価証券

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(イ)有価証券

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(金融商品

取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

(1) 販売用不動産

個別法による原価法 

 

(2) 貯蔵品

移動平均法による原価法

(ロ)たな卸資産

(1) 販売用不動産

個別法による原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)

(2) 貯蔵品

移動平均法による原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物・構築物     ８～30年

器具備品     ３～20年

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

同左

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物・構築物     ８～47年

器具備品     ３～20年

 (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。

これによる損益に与える影響は軽

微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(ロ)ソフトウェア

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

(ロ)ソフトウェア(リース資産を除く)

同左

(ハ)長期前払費用

定額法

(ハ)長期前払費用

同左

――――――― (ニ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 なお、リース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外フ

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。

(3) 重要な繰延資産の処理方

法

(イ)株式交付費

  支出時全額費用処理

(イ)株式交付費

同左

(ロ)社債発行費 

  償還期間定額償却処理

(ロ)社債発行費

同左

(4) 重要な引当金の計上基準 (イ)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勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

① 従業員賞与引当金

従業員の賞与支払に備えるため、

支給見積額の期間対応額を計上して

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、支給見込額に基づき

当連結会計年度に見合う分を計上し

ております。

(ロ)賞与引当金

① 従業員賞与引当金

同左

② 役員賞与引当金

同左

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付の支出に備える

ため、適格退職年金に係る将来の従

業員退職給付見込額を基礎とした現

在価値相当額から適格退職年金資産

残高の公正な評価額を控除した金額

を計上しております。

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備える

ため、支給内規を基準とした当連結

会計年度末要支給額を計上しており

ます。

(ハ)退職給付引当金

同左

(ニ)役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

(ホ)建設工事損失引当金 ―――――――

当社が開発中の販売用不動産のう

ち追加工事が見込まれるものについ

て、当該追加工事に伴う損失の発生

に備えるため、損失見込額を計上し

ております。

――――――― (ヘ)減価償却引当金

当社が保有する販売用不動産のう

ち販売するまでに賃貸用に供したも

のについてはその重要性を考慮し、

減価償却費相当額を見積り計上して

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。

―――――――

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理方法は税抜方式

によっております。また、控除対象外

消費税等については、当連結会計年度

の負担すべき期間費用として販売費及

び一般管理費に計上しております。

同左

４ 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

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、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
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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12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

─────── (たな卸資産の評価に関する会計基準等)

 当連結会計年度より、「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日公表分)

を適用しております。

 これにより、当連結会計年度の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

63,122千円減少しております。

─────── (リース取引に関する会計基準等)

 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」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17

日 (企業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正) )

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号 (平成６年１月18日 (日本公

認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改

正) )を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き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。

 これによる損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

─────── (連結貸借対照表)

 財務諸表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

れたものは、当連結会計年度から「販売用不動産」「貯

蔵品」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」「貯蔵品」は、それぞれ7,603,458千

円、11,729千円であります。
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【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

───────

 
  
 
  
 
 
 
  
 
 

(減価償却引当金の計上)

 当連結会計年度から、販売用不動産のうち販売するま

でに賃貸用に供したものについてはその重要性を考慮

し、減価償却費相当額を見積り、損益計算書の売上原価

に減価償却引当金繰入額として、また、貸借対照表の流

動資産の販売用不動産の控除科目として減価償却引当金

を計上しております。

 これにより、当連結会計年度の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

90,249千円減少しております。
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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11月30日)

当連結会計年度 
(平成21年11月30日)

 １ 有形固定資産の減価償却累計額    43,648千円  １ 有形固定資産の減価償却累計額     77,565千円

 

 

※２ 担保資産及び対応債務

担保に供している資産

現金及び預金 20,000千円

たな卸資産(販売用不動産) 6,461,832千円

流動資産(その他) 409千円

投資有価証券 3,968千円

投資その他の資産(その他) 57,763千円

計 6,543,974千円

上記に対応する債務

短期借入金 2,560,000千円

１年内返済予定の長期借入金 972,296千円

長期借入金 1,837,079千円

計 5,369,375千円

 

※２ 担保資産及び対応債務

担保に供している資産

現金及び預金 680,000千円

販売用不動産 5,124,401千円

流動資産(その他) 409千円

建物及び構築物 550,407千円

土地 958,108千円

有形固定資産(その他) 4,396千円

投資有価証券 2,592千円

投資その他の資産(その他) 57,354千円

計 7,377,669千円

上記に対応する債務

短期借入金 1,800,000千円

１年内返済予定の長期借入金 671,229千円

長期借入金 2,641,970千円

計 5,113,199千円

 

３ 当社は、安定的な資金調達を可能にするため取

引銀行と長期コミットメントライン契約を締結し

ております。

当連結会計年度末における長期コミットメント

ラインに係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 4,350,000千円

借入実行残高 1,160,000千円

差引額 3,190,000千円

※４              ────── 

  

 

３        ────── 

  

 

  
 
  
 
  
 
 

※４ 当連結会計年度において、所有物件の保有目的変

更に伴い、販売用不動産1,792,077千円を建物及び

構築物に566,204千円、有形固定資産(その他)(器

具備品)に5,321千円、土地に1,220,551千円それぞ

れ振替えております。
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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12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 652,356千円

地代家賃 250,897千円

広告宣伝費 240,669千円

支払手数料 230,790千円

租税公課 151,546千円

賞与引当金繰入 57,500千円

役員退職慰労引当金繰入 7,600千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

給料手当 665,665千円

地代家賃 239,752千円

広告宣伝費 205,467千円

支払手数料 127,055千円

租税公課 124,574千円

賞与引当金繰入 28,000千円

役員退職慰労引当金繰入 9,000千円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1,684千円

有形固定資産(その他) 1,935千円

無形固定資産 80千円

計 3,699千円

※２ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,162千円

有形固定資産(その他) 590千円

計 5,753千円

※３ 建設工事損失95,807千円には、建設工事損失引

当金繰入14,100千円が含まれております。

※４       ──────

 

  

 

※５       ──────

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

※３       ────── 

 

※４ たな卸資産評価損

 期末たな卸高は収益性の低下に基づく簿価切り下

げ後の金額であり、たな卸資産評価損63,122千円が

売上原価に含まれております。

※５ 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いたしました。

  用途  フットサル施設

  種類  建物及び構築物、器具備品

  場所  千葉県浦安市

  金額  38,064千円

 当社グループは、原則として各事業ごとにキャッ

シュ・フローを生み出す 小単位である各事業所を

基本単位として資産のグルーピングを行っておりま

す。

 減損損失の認識については、営業活動から生じる

損益が継続してマイナスである事業所について回収

可能価額が帳簿価額を下回った資産グループの帳簿

価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を特別損

失に計上しております。

 なお、上記当該資産グループについては、営業活

動から生じる損益及びキャッシュ・フローが継続し

てマイナスであるため、資産の全額を減損損失とし

て処理しております。

 減損損失金額の内訳は次のとおりであります。

    建物及び構築物  37,926千円

    器具備品       138千円
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前連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株引受権の権利行使による増加   17,000株 

新株予約権の権利行使による増加    3,000株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

ジャスダック証券取引所における市場買付         129,200株 

ジャスダック証券取引所における固定価格取引による買付  195,800株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

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

ます。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

 第１回新株予約権(第三者割当て)の減少は、買入消却によるものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,425,600 20,000 － 9,445,600

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80 325,000 － 325,080

会社名 内訳
目的となる株
式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計年
度末残高 
(千円）前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計 
年度末

提出会社
第１回新株 
予約権(第三 
者割当て)

普通株式 1,481,400 － 1,481,400 － －

合計 1,481,400 － 1,481,400 － －

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２月22日 
定時株主総会

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年２月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 182,410 20 平成20年11月30日 平成21年２月23日
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当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

新株引受権の権利行使による増加    1,000株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

ジャスダック証券取引所における市場買付          98,100株 

単元未満株式の買取による増加                 40株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,445,600 1,000 － 9,446,600

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 325,080 98,140 － 423,220

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21年２月20日 
定時株主総会

普通株式 182,410 20 平成20年11月30日 平成21年２月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年２月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 99,257 11 平成21年11月30日 平成22年２月24日
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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12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

 

※１       ──────

 
  
 

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,811,444千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △193,000千円

現金及び現金同等物 2,618,444千円

 

 

※１ 減価償却費の内訳

固定資産の減価償却費 48,412千円

販売用不動産の減価償却引当金繰入額 90,249千円

※２ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,038,646千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △833,000千円

現金及び現金同等物 2,205,646千円
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(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

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

ションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

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

の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(575,646千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(3,312,242千円)の主なものは、当社での余資運用資

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

  

(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12月１日 至 平成20年11月30日)

不動産ソリュ 

ーション事業

学生生活 

支援事業
計

消去又は 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売

上高
8,054,727 1,957,522 10,012,250 － 10,012,250

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 8,054,727 1,957,522 10,012,250 － 10,012,250

  営業費用 6,263,196 1,652,047 7,915,243 575,646 8,490,890

  営業利益 1,791,531 305,475 2,097,006 (575,646) 1,521,359

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出

  資産 9,938,883 320,854 10,259,737 3,312,242 13,571,979

  減価償却費 6,910 10,643 17,553 4,974 22,527

  資本的支出 18,756 8,646 27,402 14,413 41,816
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(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

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

ションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

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

の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(548,985千円)の主なものは、当社の総

務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(3,446,953千円)の主なものは、当社での余資運用資

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

５ 不動産ソリューション事業の減価償却費には、当連結会計年度から計上を開始した減価償却引当金繰入額

90,249千円が含まれています。 

６ 不動産ソリューション事業の資本的支出には、所有目的の変更による販売用不動産から有形固定資産への

振替分1,792,077千円が含まれています。 

  

  

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日)

不動産ソリュ 

ーション事業

学生生活 

支援事業
計

消去又は 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に対する売

上高
7,029,363 1,852,994 8,882,357 － 8,882,357

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 7,029,363 1,852,994 8,882,357 － 8,882,357

  営業費用 6,327,875 1,518,746 7,846,621 548,985 8,395,606

  営業利益 701,488 334,247 1,035,736 (548,985) 486,750

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出

  資産 9,339,522 258,768 9,598,290 3,446,953 13,045,244

  減価償却費 116,886 11,277 128,163 9,953 138,117

  資本的支出 1,841,167 12,232 1,853,400 11,069 1,864,469
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありませ

ん。 

  

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

ん。 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日)

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日)
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海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

  

海外売上高が無いため、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12月１日 至 平成20年11月30日)

当連結会計年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年11月30日)

当連結会計年度 
(平成21年11月30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

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

 

 

 

 

 

繰延税金資産(流動)

建設工事損失 33,254千円

未払事業税等 24,735千円

賞与引当金 16,410千円

その他 9,786千円

 繰延税金資産合計 84,187千円

繰延税金負債(流動)

 繰延税金負債合計 －千円

 繰延税金資産の純額 84,187千円

繰延税金資産(固定)

投資有価証券評価損 63,782千円

役員退職慰労引当金繰入 63,003千円

その他 3,628千円

 繰延税金資産合計 130,414千円

繰延税金負債(固定)

長期貸付金利息 △2,028千円

 繰延税金負債合計 △2,028千円

 繰延税金資産の純額 128,385千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

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参入されない項目 1.2％

 住民税均等割額 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.4％

 

 

 

 

繰延税金資産(流動)

減価償却引当金 30,458千円

たな卸資産評価損 25,690千円

繰越欠損金 23,007千円

賞与引当金 11,513千円

その他 11,679千円

 繰延税金資産小計 102,349千円

 評価性引当額 △25,855千円

 繰延税金資産合計 76,494千円

繰延税金負債(流動)

 繰延税金負債合計 －千円

 繰延税金資産の純額 76,494千円

繰延税金資産(固定)

役員退職慰労引当金繰入 66,666千円

減損損失 15,492千円

投資有価証券評価損 7,238千円

その他 11,695千円

 繰延税金資産小計 101,092千円

 評価性引当額 △93,819千円

 繰延税金資産合計 7,273千円

繰延税金負債(固定)

長期貸付金利息 △2,469千円

その他 △321千円

 繰延税金負債合計 △2,790千円

 繰延税金資産の純額 4,482千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

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参入されない項目 1.6％

 住民税均等割額 2.3％

 評価性引当額 45.9％

 その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 89.5％
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
      
２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

 

１株当たり純資産額 431.64円

１株当たり当期純利益 70.48円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

69.92円

 

１株当たり純資産額 414.43円

１株当たり当期純利益 3.02円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

3.01円

項目
前連結会計年度

(平成20年11月30日)
当連結会計年度

(平成21年11月30日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,936,821 3,739,568

普通株式に係る純資産額(千円) 3,936,821 3,739,568

差額の主な内訳(千円)

 新株予約権 － －

普通株式の発行済株式数(千株) 9,445 9,446

普通株式の自己株式数(千株) 325 423

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 9,120 9,023

項目
前連結会計年度

(自 平成19年12月１日
至 平成20年11月30日)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年11月30日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 657,623 27,271

普通株式に係る当期純利益(千円) 657,623 27,271

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,330 9,042

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳(千株)

新株引受権 7 0

新株予約権 66 4

普通株式増加数(千株) 74 4
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 リース取引、関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(平成20年11月30日)

当連結会計年度 
(平成21年11月30日)

───────

 
 

 当社は、平成22年１月13日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。

取得する理由 経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行す

るため

取得する株式の種類 普通株式

取得する株式の数 150,000株(上限)

株式取得価額の総額 60,000千円(上限)

自己株式取得の期間 平成22年１月15日から

平成22年２月22日まで

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,566,288 2,820,944

受取手形及び売掛金 69,756 60,152

販売用不動産 7,603,458 5,451,291

貯蔵品 7,079 8,144

前渡金 911,150 573,022

前払費用 283,677 297,983

繰延税金資産 76,439 65,650

その他 87,673 106,265

貸倒引当金 △803 △50

流動資産合計 11,604,721 9,383,404

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,905 553,034

構築物 38,956 18,752

工具、器具及び備品 6,165 10,914

土地 － 1,220,551

有形固定資産合計 63,028 1,803,253

無形固定資産   

ソフトウエア 21,848 18,409

リース資産 － 31,004

電話加入権 8,076 8,076

無形固定資産合計 29,924 57,489

投資その他の資産   

投資有価証券 189,129 103,831

関係会社株式 100,000 100,000

出資金 6,800 0

長期貸付金 162,987 213,468

破産更生債権等 1,021 9

長期前払費用 82,037 90,108

繰延税金資産 128,347 4,440

保険積立金 150,503 164,274

差入保証金 774,300 827,400

その他 9,440 9,440

貸倒引当金 △1,021 △9

投資その他の資産合計 1,603,546 1,512,963

固定資産合計 1,696,499 3,373,706

繰延資産   

社債発行費 34,925 68,172
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

繰延資産合計 34,925 68,172

資産合計 13,336,146 12,825,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 305,151 190,899

短期借入金 3,880,000 2,200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,072,296 746,229

1年内償還予定の社債 172,800 314,200

リース債務 － 10,080

未払金 46,791 54,248

未払費用 76,069 76,824

未払法人税等 280,243 5,948

前受金 64,426 61,926

預り金 14,721 －

前受収益 18,423 25,633

賞与引当金 57,500 28,000

工事損失引当金 14,100 －

その他 3,678 13,223

流動負債合計 6,006,202 3,727,214

固定負債   

社債 1,027,200 2,102,300

長期借入金 1,912,079 2,641,970

リース債務 － 22,474

退職給付引当金 908 1,186

役員退職慰労引当金 154,800 163,800

長期預り敷金 496,222 509,225

固定負債合計 3,591,210 5,440,956

負債合計 9,597,413 9,168,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 773,526 773,614

資本剰余金   

資本準備金 507,281 507,368

資本剰余金合計 507,281 507,368

利益剰余金   

利益準備金 31,130 31,130

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000,000 2,300,000

繰越利益剰余金 591,464 251,957

その他利益剰余金合計 2,591,464 2,551,957
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

利益剰余金合計 2,622,594 2,583,087

自己株式 △160,925 △196,121

株主資本合計 3,742,477 3,667,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,744 △10,837

評価・換算差額等合計 △3,744 △10,837

純資産合計 3,738,733 3,657,112

負債純資産合計 13,336,146 12,825,283

㈱毎日コムネット（8908）　平成21年11月期決算短信

-36-



(2)【損益計算書】 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 9,667,542 8,480,092

売上原価 6,577,091 6,728,724

売上総利益 3,090,451 1,751,367

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 471,479 487,764

賞与及び手当 37,032 38,253

賞与引当金繰入額 47,500 19,000

役員退職慰労引当金繰入額 7,600 9,000

広告宣伝費 229,694 218,363

租税公課 149,487 122,353

減価償却費 11,141 17,523

地代家賃 191,587 177,877

支払手数料 220,216 109,798

その他 376,713 343,116

販売費及び一般管理費合計 1,742,453 1,543,051

営業利益 1,347,997 208,316

営業外収益   

受取利息 8,706 8,408

受取配当金 929 250,697

受取賃貸料 14,132 21,199

経営指導料 22,350 28,050

その他 2,359 2,378

営業外収益合計 48,477 310,734

営業外費用   

支払利息 121,070 122,802

資金調達費用 28,778 9,311

社債発行費 2,527 31,794

その他 1,599 909

営業外費用合計 153,975 164,817

経常利益 1,242,499 354,232

特別利益   

投資有価証券売却益 6,500 －

貸倒引当金戻入額 1,946 716

特別利益合計 8,446 716
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 3,496 5,753

投資有価証券売却損 － 30,000

投資有価証券評価損 147,476 1,096

工事損失引当金繰入額 95,807 －

減損損失 － 38,064

特別損失合計 246,780 74,913

税引前当期純利益 1,004,165 280,035

法人税、住民税及び事業税 518,523 5,327

法人税等調整額 △92,042 131,804

法人税等合計 426,480 137,132

当期純利益 577,685 142,903
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 771,836 773,526

当期変動額   

新株の発行 1,690 88

当期変動額合計 1,690 88

当期末残高 773,526 773,614

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 505,595 507,281

当期変動額   

新株の発行 1,686 87

当期変動額合計 1,686 87

当期末残高 507,281 507,368

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 31,130 31,130

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,130 31,130

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,500,000 2,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 500,000 300,000

当期変動額合計 500,000 300,000

当期末残高 2,000,000 2,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 692,864 591,464

当期変動額   

剰余金の配当 △179,084 △182,410

別途積立金の積立 △500,000 △300,000

当期純利益 577,685 142,903

当期変動額合計 △101,399 △339,506

当期末残高 591,464 251,957

利益剰余金合計   

前期末残高 2,223,994 2,622,594

当期変動額   

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 577,685 142,903
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

当期変動額合計 398,600 △39,506

当期末残高 2,622,594 2,583,087

自己株式   

前期末残高 △95 △160,925

当期変動額   

自己株式の取得 △160,829 △35,196

当期変動額合計 △160,829 △35,196

当期末残高 △160,925 △196,121

株主資本合計   

前期末残高 3,501,330 3,742,477

当期変動額   

新株の発行 3,376 175

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 577,685 142,903

自己株式の取得 △160,829 △35,196

当期変動額合計 241,146 △74,528

当期末残高 3,742,477 3,667,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,448 △3,744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,192 △7,092

当期変動額合計 △9,192 △7,092

当期末残高 △3,744 △10,837

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,448 △3,744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,192 △7,092

当期変動額合計 △9,192 △7,092

当期末残高 △3,744 △10,837

新株予約権   

前期末残高 7,777 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,777 －

当期変動額合計 △7,777 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日) 

純資産合計   

前期末残高 3,514,556 3,738,733

当期変動額   

新株の発行 3,376 175

剰余金の配当 △179,084 △182,410

当期純利益 577,685 142,903

自己株式の取得 △160,829 △35,196

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,969 △7,092

当期変動額合計 224,177 △81,621

当期末残高 3,738,733 3,657,112
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    前事業年度(自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日) 

     該当事項はありません。 

    当事業年度(自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日) 

     該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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