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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

回次 第13期中 第14期中 第15期中 第13期 第14期 

会計期間 
自平成15年9月１日

至平成16年2月29日

自平成16年9月１日

至平成17年2月28日

自平成17年9月１日

至平成18年2月28日

自平成15年9月１日 

至平成16年8月31日 

自平成16年9月１日

至平成17年8月31日

（1）連結経営指標等   

売上高 (百万円) 12,756 18,193 13,113 31,650 38,943

経常利益 (百万円) 2,414 4,110 3,134 6,686 7,937

中間(当期)純利益 (百万円) 1,236 2,363 4,020 2,701 4,189

純資産額 (百万円) 21,864 25,611 31,121 23,415 27,391

総資産額 (百万円) 59,154 76,047 107,182 65,414 98,057

１株当たり純資産額 (円) 47,838.30 55,578.78 67,535.90 51,039.56 59,441.72

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 2,711.58 5,147.16 8,725.20 5,912.60 9,106.96

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

(円) 2,704.49 5,135.09 ― 5,898.96 9,095.63

自己資本比率 (％) 37.0 33.7 29.0 35.8 27.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,469 △665 △5,640 △1,128 △24,326

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △720 146 5,511 △1,942 △1,237

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 6,103 9,158 7,340 7,471 27,071

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 14,227 30,358 30,441 21,713 23,226

従業員数 (名) 222 372 233 376 394

（2）提出会社の経営指標等  

売上高 (百万円) 5,760 13,623 6,575 19,092 25,200

経常利益 (百万円) 964 2,986 1,500 4,135 4,780

中間(当期)純利益 (百万円) 545 1,769 1,515 2,201 2,567

資本金 (百万円) 5,359 5,453 5,453 5,402 5,453

発行済株式総数 (株) 457,053 460,814 460,814 458,768 460,814

純資産額 (百万円) 18,119 21,605 23,583 19,860 22,358

総資産額 (百万円) 36,680 50,615 73,196 40,994 67,334

１株当たり純資産額 (円) 39,643.32 46,885.91 51,176.93 43,291.77 48,518.99

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 1,196.86 3,853.77 3,288.94 4,818.27 5,582.10

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

(円) 1,193.74 3,844.73 ― 4,807.16 5,575.16

１株当たり 
中間(年間)配当額 

(円) ― ― ― 500.00 500.00

自己資本比率 (％) 49.4 42.7 32.2 48.4 33.2

従業員数 (名) 97 97 130 104 108

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第15期中間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 
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２ 【事業の内容】 

前連結会計年度において、その他の事業に携っておりました(株)グランドオーシャンホテルズ及
びサンマリーナホテル(株)は、全株式を譲渡しております。詳細につきましては、「第２ 事業の
状況 １ 業績等の概要 (1) 業績（その他の事業）の項をご参照ください。 

 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間における重要な関係会社の異動は次のとおりです。 

除外 
 

名称 住所 
資本金 

又は出資金
(百万円)

主要な事業 
内容 

(連結子会社)    

(株)グランドオーシャン
ズホテルズ 

沖縄県那覇市 50 その他の事業 

サンマリーナホテル(株) 沖縄県国頭郡 10 その他の事業 

(持分法適用会社)   
アール・エイ・インベス
トメンツ(株) 

東京都新宿区 99
サービシング
事業 

(有)ロック・エイ 東京都千代田区 3 証券化事業 

(有)ロック・ビー 東京都千代田区 3 証券化事業 

(注) 主要な事業の内容の欄には、事業の種類別セグメントを記載しております。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成18年2月28日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数 

資産運用事業 67名 

証券化事業 13名 

プロパティマネジメント事業 24名 

サービシング事業 17名 

ファイナンス事業 61名 

その他の事業 26名 

全社(共通) 25名 

合計 233名 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 
２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属して
いるものであります。 

３ 従業員数が前連結会計年度に比べ161名減少したのは、その他の事業に含まれる事業の整理等によるも
のであります。 
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(2) 提出会社の状況 
平成18年2月28日現在 

従業員数  130名 

(注) 従業員数は、就業人員であります。 

 

(3) 労働組合の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）においては、労働組合は結成されておりませんが、い

ずれも労使関係は良好であります。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の我が国の経済状況は、輸出の伸長に加え、堅調な内需を反映した設備投資

の増加と消費の拡大が見られ、本格的な景気回復を実感するものとなってきております。 
一方、不動産をとりまく環境を見渡しますと、上場不動産投資信託の時価総額が3兆円を超える

など、マーケットの拡大が続く一方で、金利上昇を背景に上場不動産投資信託においても銘柄選

別が強まり、ポートフォリオ中の個別物件の収益力が厳しく問われる状況になっております。現

物不動産におきましても、景気拡大の恩恵を十分に享受できる物件とそうでない物件との二極化

が始まっております。 

当社ではこうしたマーケットの変化を先取りする形で、投資判断基準を従来の「デフレ」モデル

から、物件ごとにキャピタルゲインを精査したうえで最適な出口タイミングを個別に選択してい

く「マーケットニュートラル」モデルに移行しております。この方針に基づき、物件の保有期間

に柔軟性を持たせることで、顧客ニーズとの最適なマッチングを図ることを目指してまいりまし

た。 

子会社につきましては、サービシング事業におきまして、グローバル債権回収(株)が債権への投

資及び回収を好調に進める一方、ファイナンス事業におきまして、(株)セムコーポレーションは

次なる成長のために債権の質の維持に注力いたしました。 
また、「オペレーション型」資産運用事業と位置づけるゴルフ場及びホテルの運営につきまして

は、当中間期に沖縄のホテル事業を整理いたしました。これと併せ、経営資源の再配分による資

産運用事業等主要事業の一層の強化を図っております。 

 

当中間連結会計期間の業績は、 

売上高     13,113百万円（前年同期比 27.9％減） 

経常利益    3,134百万円（前年同期比 23.8％減） 

中間純利益   4,020百万円（前年同期比 70.1％増） 

となっております。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

（資産運用事業） 
当事業における売上高は5,278百万円（前年同期比57.5％減）、営業利益は1,557百万円（前年同

期比49.2％減）でありました。 
「マーケットニュートラル」モデルに基づき、十分にバリューアップが実現されたと判断したも

のに限定して販売したことにより、当初販売を計画していた案件のうちいくつかが下半期にずれ

込みました。その結果、収益性の高い商業系不動産の販売等が寄与して利益率の向上を見ており

ますが、一方売上高は前年同期に比べ大きく下回る結果となりました。 

（証券化事業） 
当事業における売上高は219百万円（前年同期比5.3％減）、営業利益は157百万円（前年同期比

5.5％減）でありました。一部の特別目的会社において資産流動化を達成し業務を終了したことに

より、売上高及び営業利益が若干の減少となりました。 

（プロパティマネジメント事業） 
当事業における売上高は1,395百万円（前年同期比17.3％増）、営業利益は397百万円（前年同期

比99.1％増）でありました。集金代行契約の積み上げ、新しい料金体系への契約切り替えが順調

に推移し、利益率の向上が図られております。 
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（サービシング事業） 

当事業における売上高は3,466百万円（前年同期比140.5％増）、営業利益は926百万円（前年同

期比134.7％増）でありました。 
子会社のグローバル債権回収（株）を中心とした債権への投資及び回収が好調に推移したこと、

また債権の担保となっている不動産の売却が進んだことにより、業績を大きく伸ばしております。 

（ファイナンス事業） 
当事業における売上高は1,029百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は400百万円（前年同期

比18.7％減）でありました。 
子会社の（株）セムコーポレーションにおきまして、債権の質の維持に注力し、担保物件につい

て従来に増して厳格な査定を行ったため、売上高、営業利益とも前年同期に比べ減少しておりま

す。 

（その他の事業） 
当事業における売上高は1,723百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は166百万円（前年同期

比53.0％増）でありました。 

オペレーション型ビジネスであるゴルフ場等の業績が順調に推移しております。沖縄のホテル事業

につきましては、（株）グランドオーシャンホテルズの株式を平成 17 年 12 月 8 日に、またサンマ

リーナホテル（株）の株式を平成 18 年 2 月 27 日に、いずれも第三者に全て譲渡することにより、

撤退いたしました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首残高より7,215百万円増加し30,441

百万円（前年同期比83百万円増）となりました。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,640百万円の資金の減少（前年同期比4,974百万円減）

となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益を6,020百万円計上したものの、たな卸資産

の増加により3,371百万円の減少、ファイナンス事業における営業貸付金が増加したため純額で560

百万円の減少、匿名組合預り出資金の減少により1,500百万円の減少及び法人税等の支払が2,254百

万円となったこと等により資金が減少したためであります。 

（投資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・フローは、5,511百万円の資金の増加（前年同期比5,365百万円増）

となりました。これは主に、ホテル事業整理による収入5,462百万円が発生したこと等により資金

が増加したためであります。 

（財務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・フローは、7,340百万円の資金の増加（前年同期比1,818百万円減）

となりました。これは主に、事業資金の調達目的の長期借入金が10,040百万円増加したこと及び

社債の発行により3,720百万円の資金調達を行ったことによるものであります。 
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２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

資産運用事業 6,835 △28.7 

サービシング事業 2,127 +32.2 

合   計 8,962 △20.0 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

資産運用事業 5,278 △57.5 

証券化事業 219 △5.3 

プロパティマネジメント事業 1,395 +17.3 

サービシング事業 3,466 +140.5 

ファイナンス事業 1,029 △5.7 

その他の事業 1,723 △5.5 

合  計 13,113 △27.9 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 販売高 

(百万円) 
割合(％)

販売高 

(百万円) 
割合(％)

（有）RDLegend1 2,848 15.7 ― ―

（株）リプラス 2,180 12.0 ― ―

（株）キョウデン

エリアネット 
― ― 1,655 12.6

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度に計画した重要な設備の新設、除却等はなく、また当中間連結会計期間において、

新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 1,280,000 

計 1,280,000 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株）

(平成18年2月28日) 
提出日現在発行数（株）

(平成18年5月31日) 
上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 460,814 460,814 
ジ ャ ス ダ ッ ク 
証 券 取 引 所 

― 

計 460,814 460,814 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成18年2月28日 ― 460,814 ― 5,453 ― 6,899 
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(4) 【大株主の状況】 

平成18年2月28日現在 

氏名又は名称 住所 
所有 
株式数 
(株) 

発行済株
式総数に
対する所
有株式数
の割合
(％) 

田中 剛 東京都目黒区上目黒3-25-8 291,758 63.31

有限会社サムライパワー 大阪市北区天満4-16-9 39,000 8.46

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 11,651 2.52

野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町2-2-2 8,205 1.78

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 5,505 1.19

エイチエスビーシーファンドサービシィズ 
クライアンツアカウント００６ 
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

LEVEL 13, 1 QUEEN’S ROAD 
CENTRAL, HONG KONG 
（東京都中央区日本橋3-11-1） 

5,070 1.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2-11-3 2,855 0.61

資産管理サービス信託銀行株式会社 
（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海1-8-12 2,757 0.59

ゴールドマンサックスインターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券会社東
京支店） 

133 FLEET STREET LONDON 
EC4A 2BB,U.K. 
 (東京都港区六本木6-10-1) 

2,726 0.59

アイルランドスペシャルジャスディックレンディン
グアカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜
町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町6-7） 

2,537 0.55

計 ― 372,064 80.74

(注)1. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は少数点3位以下を切り捨てております。 

2.  ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、当社株式に係

る株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書を関東財務局に提出しておりますが（報告義務発生

日 平成17年12月31日）、平成18年2月28日現在の株式の名義人その他について確認ができませんので、

上記「大株主の状況」には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 

大量保有者名 住所 
保有株券等

の数 
(株) 

株券等 
保有割合
(％) 

ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・

ジャパン株式会社 
東京都港区赤坂5-2-20 25,080 5.44
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年2月28日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 460,814 460,814 
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 460,814 ― ― 

総株主の議決権 ― 460,814 ― 

(注) 「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24株含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成18年2月28日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数(株) 

他人名義所有 
株式数(株) 

所有株式数の 
合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

月別 平成17年9月 10月 11月 12月 平成18年1月 2月 

最高(円) 201,000 205,000 265,000 314,000 314,000 284,000

最低(円) 165,000 171,000 190,000 238,000 203,000 186,000

(注) 上表に記載した株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年9月1日から平成17年2月28日まで)については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣

府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。 

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年9月1日から平成17年2月28日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日 内閣府令

第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則を適用しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年9月1日から平成17年

2月28日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年9月1日から平成18年2月28日まで) の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成16年9月1日から平成17年2月28日まで)及び当中間会計期間(平成17年9月

1日から平成18年2月28日まで)の中間財務諸表について、三優監査法人により中間監査を受けておりま

す。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年2月28日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※2  30,358 30,441  23,226

２ 営業未収入金   390 1,960  556

３ 営業貸付金 ※2  17,159 18,151  17,591

４ 販売用不動産証券   ― ―  889

５ たな卸資産 ※2  20,019 50,167  46,825

６ 繰延税金資産   288 863  505

７ その他   371 387  360

  貸倒引当金   △239 △356  △345

流動資産合計   68,349 89.9 101,616 94.8  89,609 91.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1  3,747 4.9 1,307 1.2  3,769 3.8

２ 無形固定資産   229 0.3 250 0.3  244 0.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  2,623 2,365 2,666 

(2) 繰延税金資産  30 18 25 

(3) 出資金  132 77 75 

(4) その他  810 3,597 4.7 1,428 3,889 3.6 1,588 4,355 4.4

固定資産合計   7,574 9.9 5,448 5.1  8,369 8.5

Ⅲ 繰延資産    

１ 社債発行費   123 118  78

繰延資産合計   123 0.2 118 0.1  78 0.1

資産合計   76,047 100.0 107,182 100.0  98,057 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年2月28日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   167 ―  182

２ 短期借入金 ※2,3  20,564 13,555  15,978

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※2,3  2,703 4,413  2,669

４ 一年以内償還予定社債   1,070 4,295  3,857

５ 未払法人税等   1,596 2,446  2,440

６ 繰延税金負債   3 ―  ―

７ 前受金   212 211  283

８ 賞与引当金   56 91  96

９ その他   1,173 1,122  1,603

流動負債合計   27,545 36.2 26,135 24.4  27,111 27.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   12,730 12,385  9,482

２ 長期借入金 ※2,3  4,529 32,263  27,521

３ 繰延税金負債   53 ―  20

４ 保守補償引当金   35 18  26

５ 連結調整勘定   38 ―  ―

６ 預り敷金   1,769 2,085  1,890

７ 匿名組合預り出資金   3,322 2,643  4,143

固定負債合計   22,477 29.6 49,395 46.1  43,085 43.9

負債合計   50,023 65.8 75,531 70.5  70,197 71.6

(少数株主持分)    

少数株主持分   412 0.5 529 0.5  468 0.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   5,453 7.2 5,453 5.1  5,453 5.6

Ⅱ 資本剰余金   6,899 9.1 6,899 6.4  6,899 7.0

Ⅲ 利益剰余金   13,156 17.3 18,772 17.5  14,982 15.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  101 0.1 △4 △0.0  56 0.0

資本合計   25,611 33.7 31,121 29.0  27,391 27.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  76,047 100.0 107,182 100.0  98,057 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   18,193 100.0 13,113 100.0  38,943 100.0

Ⅱ 売上原価   11,282 62.0 7,090 54.1  25,241 64.8

売上総利益   6,910 38.0 6,023 45.9  13,702 35.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  2,655 14.6 2,708 20.6  5,439 14.0

営業利益   4,255 23.4 3,314 25.3  8,263 21.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5  2  11 

２ 受取配当金  ― ― 2 

３ 投資有価証券売却益  ― 177 ― 

４ 連結調整勘定償却額  39 ― 78 

５ 持分法による投資利益  25 9 61 

６ その他  34 105 0.6 22 213 1.6 89 243 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  201 353 447 

２ 新株発行費  1 ― 1 

３ 社債発行費償却  45 39 91 

４ その他  1 249 1.4 0 393 3.0 30 569 1.4

経常利益   4,110 22.6 3,134 23.9  7,937 20.4

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※2 0 ― 0 

２ 新株予約権戻入益  ― ― 1 

３ ホテル事業整理益  ― 0 0.0 2,886 2,886 22.0 ― 1 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※3 ― 0 1 

２ 関係会社出資金売却損  0 ― 0 

３ その他  15 15 0.1 ― 0 0.0 15 17 0.1

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  4,095 22.5 6,020 45.9  7,921 20.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 1,582 2,307 3,743 

法人税等調整額  129 1,712 9.4 △367 1,939 14.8 △86 3,656 9.4

少数株主利益   19 0.1 61 0.4  75 0.1

中間(当期)純利益   2,363 13.0 4,020 30.7  4,189 10.8
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日
至 平成17年8月31日)

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  6,847 6,899  6,847

Ⅱ 資本剰余金増加高    

1 増資による新株の発行  51 51 ― ― 51 51

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  6,899 6,899  6,899

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  11,164 14,982  11,164

Ⅱ 利益剰余金増加高    

1 中間(当期)純利益  2,363 4,020  4,189 

2 持分法適用会社の増加に伴う増加高  0 2,364 ― 4,020 0 4,189

Ⅲ 利益剰余金減少高    

1 配当金  229 230  229 

  2 連結子会社の増資に伴う持分変動差額  142 ―  142 

3 新規連結に伴う減少高  0 372 0 230 0 372

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  13,156 18,772  14,982
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年9月１日

至 平成17年2月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 

至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日

至 平成17年8月31日)

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

1 税金等調整前中間(当期)純利益  4,095 6,020 7,921

2 減価償却費  98 100 198

3 連結調整勘定償却額  △39 ― △78

4 賞与引当金の増加額（又は減少額）  △40 5 0

5 貸倒引当金の増加額  21 10 128

6 保守補償引当金の減少額   △13 △8 △22

7 固定資産売却益  △0 ― △0

8 固定資産除却損  ― 0 1

 9 関係会社出資金売却損  0 ― 0

10 ホテル事業整理益  ― △2,886 ―

11 投資有価証券売却益  ― △177 ―

12 受取利息及び受取配当金  △5 △2 △13

13 社債発行費償却  45 39 91

14 支払利息  154 353 447

15 持分法による投資利益  △25 △9 △61

16 新株予約権戻入益  ― ― △1

17 売上債権の減少額（又は増加額）  258 △1,466 98

18 営業貸付金の貸付による支出  △11,726 △10,216 △25,226

19 営業貸付金の回収による収入  10,810 9,656 23,878

20 販売用不動産証券の減少額（又は増加額）  ― 889 △889

21 たな卸資産の増加額  △1,576 △3,371 △28,383

22 仕入債務の減少額  △76 △18 △60

23 前受金の減少額  △340 △71 △269

24 未払消費税等の増加額（又は減少額）  △15 △111 99

25 預り敷金の増加額  216 283 337

26 匿名組合預り出資金の増加額（又は減少額）  △216 △1,500 795

27 匿名組合出資金の払込による支出  △280 △1 △375

28 匿名組合出資金の払戻による収入  376 9 1,174

29 その他  149 △675 530

小計  1,871 △3,149 △19,678

30 利息及び配当金の受取額  5 100 52

31 利息の支払額  △172 △337 △1,014

32 法人税等の支払額  △2,370 △2,254 △3,686

営業活動によるキャッシュ・フロー  △665 △5,640 △24,326
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前中間連結会計期間
(自 平成16年9月１日

至 平成17年2月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 

至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日

至 平成17年8月31日)

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

1 有形固定資産の取得による支出  △34 △73 △156

2 有形固定資産の売却による収入  0 0 0

3 無形固定資産の取得による支出  △46 △3 △61

4 投資その他の資産の取得による支出  △6 △31 △437

5 投資その他の資産の解約等による収入  0 5 12

6 投資有価証券の取得による支出  ― △20 △1,042

7 投資有価証券の売却による収入  ― 212 9

8 投資有価証券の払戻による収入  ― 49 ―

9 出資金の払込による支出  △14 △13 △25

10 出資金の払戻による収入  121 14 124

11 出資持分の売却による収入  9 ― 9

12 ホテル事業整理による収入  ― 5,462 ―

13 貸付けによる支出  ― △115 ―

14 貸付金の回収による収入  117 24 330

投資活動によるキャッシュ・フロー  146 5,511 △1,237

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

1 短期借入金の増加額（又は減少額）  3,521 △2,423 △1,064

2 長期借入金の借入による収入  4,218 10,040 28,890

3 長期借入金の返済による支出  △1,469 △3,309 △3,182

4 社債の発行による収入  3,424 3,720 3,424

5 社債の償還による支出  △460 △460 △920

6 株式の発行による収入  102 ― 102

7 小数株主からの払込による収入  50 ― 50

8 配当金の支払額  △229 △227 △229

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,158 7,340 27,071

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  8,639 7,212 1,507

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  21,713 23,226 21,713

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 

  期首残高の増加額 
 5 2 5

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  30,358 30,441 23,226
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

１連結の範囲に関する事項 １連結の範囲に関する事項 １連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数     16社 

連結子会社の名称 

レーサムトラスト不動産投資顧問㈱ 

グローバル債権回収㈱ 

㈱セムコーポレーション 

㈲ギャレック 

レーサム・ライジングサン㈲ 

㈲キャピタル・ジー  

㈲キャピタル・エイ 

㈲アセット・ホールディングス 

隼インベストメント㈲ 

㈱グランドオーシャンホテルズ 

㈲プレスカントリーマネジメント 

サンマリーナホテル㈱ 

アール・ビー・インベストメンツ㈱ 

㈲札幌ホールディングス 

㈲表参道アドバンス 

㈲HMインベストメント 

なお、前連結会計年度において

非連結子会社でありました㈲表参

道アドバンス及び㈲HMインベスト

メントは、重要性が増したことに

より当中間連結会計期間から連結

子会社に含めております。 

(1) 連結子会社の数     15社 

連結子会社の名称 

レーサムトラスト不動産投資顧問㈱ 

グローバル債権回収㈱ 

㈱セムコーポレーション 

㈲ギャレック 

レーサム・ライジングサン㈲ 

㈲キャピタル・ジー  

㈲キャピタル・エイ 

㈲アセット・ホールディングス 

隼インベストメント㈲ 

㈲プレスカントリーマネジメント

アール・ビー・インベストメンツ㈱ 

㈲札幌ホールディングス 

㈲表参道アドバンス 

㈲HMインベストメント 

㈲アールエス・インベストメント 

なお、前連結会計年度において

非連結子会社でありました（有）

アールエス・インベストメント

は、重要性が増したことにより当

中間連結会計期間から連結子会社

に含めております。 
（株）グランドオーシャンホテ

ルズ及びサンマリーナホテル

（株）は当中間連結会計期間にお

いて全株式を譲渡したことにより

子会社ではなくなりました。 
 

 

(1) 連結子会社の数    16社 

連結子会社の名称 

レーサムトラスト不動産投資顧問㈱ 

グローバル債権回収㈱ 

㈱セムコーポレーション 

㈲ギャレック 

レーサム・ライジングサン㈲ 

㈲キャピタル・ジー  

㈲キャピタル・エイ 

㈲アセット・ホールディングス 

隼インベストメント㈲ 

㈱グランドオーシャンホテルズ 

㈲プレスカントリーマネジメント

サンマリーナホテル㈱ 

アール・ビー・インベストメンツ㈱ 

㈲札幌ホールディングス 

㈲表参道アドバンス 

㈲HMインベストメント 

なお、前連結会計年度において

非連結子会社でありました（有）

表参道アドバンス及び（有）HMイ

ンベストメントは、重要性が増し

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。 

 

 

(2) 非連結子会社の数  4社 

非連結子会社の名称 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc. 

㈲アセットソリューション 

 

(2) 非連結子会社の名称 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc.

㈲アセットソリューション 

㈱スタッツインベストメントマネジメント 

Duet Research and Trading Pte. Ltd.

つばめインベストメント㈲ 

 

 

(2) 非連結子会社の数  7社 

非連結子会社の名称 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc.

㈲アセットソリューション 

㈱スタッツインベストメントマネジメント 

Duet Research and Trading Pte. Ltd.

㈲アールエス・インベストメント 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社4社は、いずれも

小規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

なお、当社は、資産の流動化に

関する法律第2条第3項に規定する

特定目的会社1社に出資しており

ます。当該特定目的会社は財務諸

表等規則第8条第7項の規定に基づ

き子会社とはしておりません。 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社7社は、いずれも

小規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

また、当中間連結会計期間に 
つばめインベストメント（有）

は、新規設立したことにより子会

社となりました。 
 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は7社であります

が、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。 

また、当連結会計年度に（株）

スタッツインベストメントマネジ

メ ン ト 、 Duet Research and 

Trading Pte. Ltd.及び（有）ア

ールエス・インベストメントは新

規設立したことにより子会社とな

りました。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

２持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社の数 7社 

持分法適用会社の名称 

アール・エイ・インベストメンツ㈱ 

ジャパン・アセット・マネジメント㈱ 

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㈲ 

㈲ロック・エイ 

㈲ロック・ビー 

G2インベストメンツ㈲ 

なお、前連結会計年度において

持分法非適用関連会社でありまし

たG2インベストメンツ㈲は、重要

性が増したことにより当中間会計

期間から持分法適用会社としてお

ります。 

また、前連結会計年度におい

て、持分法適用会社でありました

㈲ロック・シー及び㈲ロック・デ

ィーは、出資持分の全部を譲渡し

たため、持分法の適用から除外し

ております。 

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 4社 

持分法適用会社の名称 

ジャパン・アセット・マネジメント㈱ 

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㈲ 

G2インベストメンツ㈲ 

なお、前連結会計年度におい

て、持分法適用関連会社でありま

した（有）ロック・エイ及び

（有）ロック・ビーは、出資持分

の全部を譲渡したため、アール・

エイ・インベストメンツ（株）は

清算が結了したため持分法の適用

から除外しております。 
 

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 7社 

持分法適用会社の名称 

アール・エイ・インベストメンツ㈱ 

ジャパン・アセット・マネジメント㈱ 

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㈲ 

㈲ロック・エイ 

㈲ロック・ビー 

G2インベストメンツ㈲ 

なお、前連結会計年度において

持分法非適用関連会社でありまし

たＧ2インベストメンツ（有）

は、重要性が増したことにより当

連結会計年度から持分法適用関連

会社としております。 

また、前連結会計年度におい

て、持分法適用会社でありました

（有）ロック・シー及び（有）ロ

ック・ディーは、出資持分の全部

を譲渡したため、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 

非連結子会社の名称 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc. 

㈲アセットソリューション 

なお、前連結会計年度において

関連会社でありました㈱バリュー

ゴルフは、同社の増資により議決

権所有割合が低下したため、関連

会社でなくなっております。 

(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 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc.

㈲アセットソリューション 

つばめインベストメント㈲ 

㈱スタッツインベストメントマネジメント 

Duet Research and Trading Pte. Ltd.

 

 

(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 

㈲キャピタル・オー 

ディー・アンド・ジー・ワン㈲ 

Platinum Investment Kona, Inc.

㈲アセットソリューション 

㈱スタッツインベストメントマネジメント 

Duet Research and Trading Pte. Ltd.

㈲アールエス・インベストメント 

なお、前連結会計年度において

関連会社でありました（株）バリ

ューゴルフは、同社の増資により

議決権所有割合が低下したため、

関連会社でなくなっております。 
 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それぞれ

中間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 

(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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

(3)㈱インフォロジーについては、

当社が議決権の20％を所有してい

ますが、当社は同社の財務及び営

業又は事業の方針の決定に対して

重要な影響力を有していないた

め、関連会社に該当いたしませ

ん。 

(3)      

――――― 

(3) ㈱インフォロジーについては、

当社が議決権の20％を所有してい

ましたが、出資持分の全部を譲渡

いたしました。 

(4)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 

持分法適用会社の中間決算日は

全て11月30日でありますので、同

日現在の中間財務諸表を使用して

おります。 

 

(4)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 

中間決算日が異なる会社につい

ては、当該会社の中間決算日であ

る11月30日現在の中間財務諸表を

使用しております。 
 

 

(4) 当該持分法適用会社のうち、

決算日が異なる会社について

は、当該会社の5月31日を期末日

とする事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

３連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

中間連結財務諸表の作成にあた

り、連結子会社のうち、㈱セムコー

ポレーション、レーサムトラスト不

動産投資顧問㈱及びレーサム・ライ

ジングサン㈲の中間決算日は2月末

日、グローバル債権回収㈱とその子

会社2社の外、㈲アセット・ホール

ディングス、㈲プレスカントリーマ

ネジメント、アール・ビー・インベ

ストメンツ㈱及び㈲表参道アドバン

スの中間決算日は11月30日でありま

すので、同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しております。 

また、連結子会社のうち、㈲ギャレ

ック及び㈲札幌ホールディングスの

中間決算日は8月31日、隼インベス

トメント㈲、㈱グランドオーシャン

ホテルズ及びサンマリーナホテル㈱

の中間決算日は6月30日、㈲HMイン

ベストメントの中間決算日は9月30

日であるため、仮決算を行っており

ます。 

なお、中間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

必要な調整を行なっております。 

３連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

中間決算日が中間連結決算日と異

なる場合については以下のとおりで

あります。 

①11月30日現在の中間財務諸表を使

用する 

グローバル債権回収（株）とその

子会社2社、（有）アセット・ホー

ルディングス、（有）プレスカント

リーマネジメント及びアール・ビ

ー・インベストメンツ（株） 

②2月28日を仮決算日とする 

（有）札幌ホールディングス 

③12月31日を仮決算日とする 

隼インベストメント（有） 

なお、中間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中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。 

 

３連結子会社の事業年度等に関する

事項 

連結子会社の連結財務諸表の作成

にあたり、連結子会社のうち、グロ

ーバル債権回収（株）とその子会社

2社の外、（有）アセット・ホール

ディングス、（有）プレスカントリ

ーマネジメント及びアール・ビー・

インベストメンツ（株）の決算日は

5月31日でありますので、同決算日

現在の財務諸表を使用しておりま

す。 

また、連結子会社のうち、（有）

札幌ホールディングスの決算日は2

月 末 日 、 隼 イ ン ベ ス ト メ ン ト

（有）、（株）グランドオーシャン

ホテルズ及びサンマリーナホテル

（株）の決算日は12月31日であるた

め、仮決算を行っております。 

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 

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 

４会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ 有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定)によっておりま

す。 

① 有価証券 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

イ 有価証券 

  その他有価証券 

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

資本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。 
 

   

時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

匿名組合出資金についての

詳細は「（6）その他中間連

結財務諸表作成のための重要

な事項 ②匿名組合出資のう

ち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 

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。 

匿名組合出資金についての

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匿名組合出資のうち投

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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

ロ たな卸資産 

(イ)販売用不動産及び買取債権 

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

不動産及び買取債権 

同左 

ロ たな卸資産 

(イ)販売用不動産及び買取債権 

同左 

(ロ)貯蔵品 

最終仕入原価法によってお

ります。 

(ロ)貯蔵品 

同左 

(ロ)貯蔵品 

同左 

(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、定額法

によっております。 

(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 

同左 

(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 

同左 

ロ 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。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

イ 新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

ロ 社債発行費 

商法施行規則の規定による最

長期間（3年）で均等償却して

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  

――――― 

 

② 社債発行費 

商法施行規則に規定する最長

期間(3年)で均等償却しており

ます。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

イ 新株発行費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

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 

(4) 重要な引当金の計上基準 

イ 貸倒引当金 

同左 

ロ 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 

ロ 賞与引当金 

同左 

ハ 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 

同左 

 

ハ 保守補償引当金 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

(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) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) その他中間連結財務諸表作成

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、

全額当中間連結会計期間の費用

として処理しております。 

 

②匿名組合出資のうち投資事業

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 

当該出資（証券取引法第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。 

 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 

同左 

 

 

 

②匿名組合出資のうち投資事業

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 

 

同左 

(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。 

 

②匿名組合出資のうち投資事業

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 

 

同左 

５中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・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。 

５中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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。
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第6

号）を適用しております。 
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 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

（中間連結貸借対照表） 

従来、匿名組合契約上の権利は、投資その他の資産の

「出資金」に含めて表示しておりましたが、証券取引法

及び証券取引法施行令の改正により、一定の匿名組合契

約上の権利が証券取引法上の有価証券として取り扱われ

ることとなったことから、これに該当するもの（1,399

百万円）については、当中間連結会計期間より、投資そ

の他の資産の「投資有価証券」として表示しておりま

す。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損」及

び「前渡金の減少額（増加額）は、金額的重要性が乏し

くなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含

めております。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「為替差損」は0百万円、「前渡金の増加額」は△0百

万円であります。 

 

――――― 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

 

――――― 

 

――――― 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第9号)が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月

1日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」(平成16年2月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が65百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

が、同額減少しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年2月28日) 

前連結会計年度末 
(平成17年8月31日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

427百万円
 

※１有形固定資産の減価償却累計額

267百万円
 

※１有形固定資産の減価償却累計額

508百万円
 

※２担保に供している資産並びに対

応債務 

(担保提供資産) 

現金及び預金 11百万円

営業貸付金 12,469

計 12,480
 

※２担保に供している資産及び対応

債務 

(担保提供資産) 

営業貸付金 14,246百万円

たな卸資産 33,365

計 47,612
 

※２担保に供している資産並びに対

応債務 

(担保提供資産) 

現金及び預金 9百万円

営業貸付金 14,413

たな卸資産 15,000

計 29,423
 

(対応債務) 

短期借入金 8,792百万円

一年以内返済 
予定長期借入金 

1,107  

長期借入金 422  

持分法適用会社 
の借入金 

197

計 10,519
 

(対応債務) 

短期借入金 8,835百万円

一年以内返済 
予定長期借入金

1,264  

長期借入金 23,105  

計 33,204
 

(対応債務) 

短期借入金 9,950百万円

一年以内返済 
予定長期借入金 

1,147  

長期借入金 15,374  

持分法適用会社 
の借入金 

152

計 26,623
 

※３当社グループ(当社及び連結子

会社)のコミットメントライン設定

契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 10,000百万円

当中間連結会計 
期間未残高 

8,800 

 ②長期コミットメントライン 

コミットメント
ラインの総額 6,000百万円

当中間連結会計 
期間未残高 

1,940 

 

※３当社グループ(当社及び連結子

会社)のコミットメントライン設定

契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 12,500百万円

貸出実行残高 2,890 

 ②長期コミットメントライン 

コミットメント
ラインの総額 7,000百万円

貸出実行残高 5,700 
 

※３当社グループ(当社及び連結子

会社)のコミットメントライン設定

契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 12,500百万円

当連結会計 
年度末残高 

1,030 

②長期コミットメントライン 

コミットメント
ラインの総額 7,000百万円

当連結会計 
年度末残高 

2,410 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

※１販売費及び一般管理費の主要な

費目 

広告宣伝費 86百万円

役員報酬 107

給与手当 1,011

賞与 56

賞与引当金繰入額 54

法定福利費 117

地代家賃 154

支払手数料 412

貸倒引当金繰入額 18
 

※１販売費及び一般管理費の主要な

費目 

広告宣伝費 136百万円

役員報酬 128

給与手当 893

賞与 67

賞与引当金繰入額 102

法定福利費 136

地代家賃 124

支払手数料 406

貸倒引当金繰入額 1
 

※１販売費及び一般管理費の主要な

費目及び金額 

広告宣伝費 314百万円

役員報酬 234

給与手当 1,911

賞与 151

賞与引当金繰入額 96

法定福利費 254

地代家賃 308

支払手数料 728

貸倒引当金繰入額 128
 

※２固定資産売却益の内容 

車両運搬具 0百万円

  

※２    ――――― 

  

※２固定資産売却益の内容 

車両運搬具 0百万円

     

※３    ――――― 

 

※３固定資産除却損の内訳     

器具備品 0百万円

計 0 
 

※３固定資産除却損の内容 

建物 0百万円

器具備品 1 

撤去費用等 0 

計 1 
 

   

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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 

30,358百万円 

預入期間が 
3ヶ月を超える 
定期預金 

―  

現金及び 
現金同等物 

30,358  

  

１現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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 

30,441百万円

現金及び 
現金同等物 

30,441

  

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 

23,226 百万円

預入期間が 
3ヶ月を超える 
定期預金 

―  

現金及び 
現金同等物 

23,226
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

１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 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

器具 
備品 

295  49 228 

合計 295  49 228 

  

１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 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

 
取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高 
相当額
(百万円)

器具 
備品 

9 5 3

合計 9 5 3

  

１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 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

(百万円) 

 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

 

期末 
残高 
相当額
(百万円)

器具
備品

295  82  212

合計 295  82  212

  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 43 百万円

１年超 205

合計 249

  

② 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

  未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 1百万円

１年超 1

合計 3

  

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 42 百万円

１年超 177

合計 220

  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 27 百万円

減価償却費 
相当額 

23  

支払利息相当額 6  

  

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び減損損失 

支払リース料 15 百万円

減価償却費 
相当額 

13  

支払利息相当額 2  

  

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 53 百万円

減価償却費 
相当額 

46  

支払利息相当額 11  

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

  

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

 (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年2月28日) 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 32 204 172 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

合計 32 204 172 

 

2 時価評価されていない主な有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 395 

貸付債権信託受益権 624 

匿名組合出資金 1,399 

合計 2,419 

 

当中間連結会計期間末(平成18年2月28日) 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 ― ― ― 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 1,000 993 △6 

合計 1,000 993 △6 

 

2 時価評価されていない主な有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円) 

(1) その他有価証券  

非上場株式 352 

貸付債権信託受益権 624 

匿名組合出資金 374 

社債 20 

合計 1,372 
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前連結会計年度末(平成17年8月31日) 

1 その他有価証券で時価のあるもの 

種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 32 135 103 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 1,000 991 △8 

合計 1,032 1,127 95 

 

2 時価評価されていない主な有価証券 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 414 

貸付債権信託受益権 624 

匿名組合出資金 499 

合計 1,539 
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(デリバティブ取引関係) 

 

前中間連結会計期間末(平成17年2月28日) 

 該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年2月28日) 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成17年8月31日) 

 該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

       

前中間連結会計期間(自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日) （単位：百万円）
 

 外部顧客に対

する売上高 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

売上高計 営業費用 営業利益 

資 産 運 用 事 業 12,415 － 12,415 9,346 3,068

証 券 化 事 業 231 － 231 64 166

プロパティマネジメント事業 1,189 － 1,189 989 199

サ ー ビ シ ン グ 事 業 1,441 － 1,441 1,046 394

フ ァ イ ナ ン ス 事 業 1,091 － 1,091 598 493

そ の 他 の 事 業 1,823 － 1,823 1,714 108

計 18,193 － 18,193 13,761 4,431

消 去 又 は 全 社 － － － 176 (176)

連 結 18,193 － 18,193 13,938 4,255

 

当中間連結会計期間(自 平成17年9月1日 至 平成18年2月28日) （単位：百万円）
 

 外部顧客に対

する売上高 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

売上高計 営業費用 営業利益 

資 産 運 用 事 業 5,278 － 5,278 3,721 1,557

証 券 化 事 業 219 － 219 61 157

プロパティマネジメント事業 1,395 － 1,395 997 397

サ ー ビ シ ン グ 事 業 3,466 － 3,466 2,539 926

フ ァ イ ナ ン ス 事 業 1,029 － 1,029 628 400

そ の 他 の 事 業 1,723 － 1,723 1,557 166

計 13,113 － 13,113 9,506 3,607

消 去 又 は 全 社 － － － 292 (292)

連 結 13,113 － 13,113 9,799 3,314
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前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成17年8月31日) （単位：百万円）

 

 外部顧客に対

する売上高 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

売上高計 営業費用 営業利益 

資 産 運 用 事 業 25,442 － 25,442 20,185 5,257

証 券 化 事 業 727 － 727 118 608

プロパティマネジメント事業 2,560 － 2,560 2,041 518

サ ー ビ シ ン グ 事 業 4,589 － 4,589 3,365 1,223

フ ァ イ ナ ン ス 事 業 2,266 － 2,266 1,240 1,026

そ の 他 の 事 業 3,357 － 3,357 3,274 82

計 38,943 － 38,943 30,226 8,716

消 去 又 は 全 社 － － － 453 (453)

連 結 38,943 － 38,943 30,680 8,263

(注) １ 事業区分は、事業内容によって区分しております。 

２ 各事業の主な商品及び役務 

(1) 資産運用事業…………………………収益不動産の組成及び販売 

(2) 証券化事業……………………………資産の流動化及び証券化 

(3) プロパティマネジメント事業………不動産管理 

(4) サ―ビシング事業……………………債権管理回収、プライシング及びデュ―ディリジェンス 

(5) ファイナンス事業……………………不動産担保融資 

(6) その他の事業…………………………オペレーション型ビジネス、その他 

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、前中間連結会計期間は176

百万円、当中間連結会計期間は292百万円、前連結会計年度は453百万円であり、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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日)及び当中間連結会計期間(自 

平成17年9月1日 至 平成18年2月28日)並びに前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成

17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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年9月1日 至 平成17年2月28日)及び当中間連結会計期間(自 

平成17年9月1日 至 平成18年2月28日)並びに前連結会計年度(自 平成16年9月1日 至 平成

17年8月31日) 

海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 
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（1株当たり情報） 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 (自 平成16年 9月 1日 
至 平成17年 2月28日)

(自 平成17年 9月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

(自 平成16年 9月 1日 
至 平成17年 8月31日)

1株当たり純資産額 55,578円78銭 67,535円90銭 59,441円72銭

1株当たり中間（当期）純利益 5,147円16銭 8,725円20銭 9,106円96銭

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益 5,135円09銭 － 9,095円63銭

(注) １ 当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 (自 平成16年 9月 1日
至 平成17年 2月28日)

(自 平成17年 9月 1日 
至 平成18年 2月28日) 

(自 平成16年 9月 1日
至 平成17年 8月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純利益 2,363百万円 4,020百万円 4,189百万円

普通株主に帰属しない金額 － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益 2,363百万円 4,020百万円 4,189百万円

普通株式の期中平均株式数 459,189株 460,814株 460,008株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数 1,079株 － 573株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

－ － －

(注１) 普通株式の増加はすべて新株予約権の行使に係る増加であります。 
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

――――― 当社は、平成18年3月27日開催の取締役会

決議に基づき、第8回無担保変動利付社債

(株式会社三井住友銀行保証付き及び適格機

関投資家限定)を発行致しました。 

株式会社レーサムリサーチ第8回無担保変動

利付社債 
① 発行総額  25億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成18年3月31日 
⑤ 償還方法 毎年3月31日に5億円の定時償

還を行い、平成23年3月31日

を以って残額を償還する。 
⑥ 利率   全銀協国内円6ヶ月TIBORを基

準とする。 
⑦ 資金使途 事業資金 
⑧ 物上担保の有無 

本社債には物上担保は付され

ておらず、また特に留保され

ている資産はありません。 

 

当社は、平成17年9月26日開催の取締役会

決議に基づき、以下の無担保社債(株式会社

みずほ銀行保証付き及び適格機関投資家限

定)を発行致しました。 

株式会社レーサムリサーチ第5回無担保社債 
① 発行額   10億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法 平成21年3月25日を以って満

期一括償還とする。 
⑥ 利率     みずほ6ヶ月TIBORを基準とす

る。 
⑦ 資金使途 運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

本社債には物上担保は付され

ておらず、また特に留保され

ている資産はありません。 

株式会社レーサムリサーチ第6回無担保社債 
① 発行額   10億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法 平成21年9月25日を以って満

期一括償還とする。 
⑥ 利率     みずほ6ヶ月TIBORを基準とす

る。 
⑦ 資金使途 運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

本社債には物上担保は付され

ておらず、また特に留保され

ている資産はありません。 

株式会社レーサムリサーチ第7回無担保社債 
① 発行額   15億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法 平成22年3月25日を以って満

期一括償還とする。 
⑥ 利率     みずほ6ヶ月TIBORを基準とす

る。 
⑦ 資金使途 運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

本社債には物上担保は付され

ておらず、また特に留保され

ている資産はありません。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年2月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年2月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  17,503 20,536   16,629

２ 営業未収入金  136 152   203

３ 販売用不動産証券  ― ―   889

４ たな卸資産 ※２ 7,756 31,699   30,124

５ 短期貸付金  17,377 8,031   3,995

６ 繰延税金資産  106 556   99

７ その他  161 289   223

貸倒引当金  △1 △2   △8

流動資産合計  43,040 85.0 61,263 83.7  52,155 77.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 42 0.1 77 0.1  70 0.1

２ 無形固定資産  5 0.0 5 0.0  5 0.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  841 1,638  1,755 

(2) 関係会社株式  1,793 1,775  1,835 

(3) 出資金  14 15  15 

(4) 長期貸付金  4,423 7,100  10,268 

(5) その他  345 7,419 14.7 1,210 11,739 16.0 1,161 15,036 22.3

固定資産合計  7,467 14.8 11,822 16.1  15,111 22.4

Ⅲ 繰延資産    

１ 社債発行費  106 109   66

繰延資産合計  106 0.2 109 0.2  66 0.1

資産合計  50,615 100.0 73,196 100.0  67,334 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年2月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年2月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年8月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 短期借入金 ※３ 8,800 3,192   3,927

２ 一年以内返済予定長期借入金 ※３ 1,096 200   805

３ 一年以内償還予定社債  ― 3,375   2,937

４ 未払法人税等  1,210 1,293   1,251

５ 前受金  178 172   269

６ 賞与引当金  17 64   33

７ その他  686 822   839

流動負債合計  11,989 23.7 9,121 12.5  10,062 14.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  11,500 11,625   8,562

２ 長期借入金 ※2,3 3,843 27,100   24,670

３ 繰延税金負債  53 ―   20

４ 保守補償引当金  35 18   26

５ 預り敷金  1,587 1,748   1,633

固定負債合計  17,019 33.6 40,491 55.3  34,913 51.9

負債合計  29,009 57.3 49,613 67.8  44,976 66.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  5,453 10.8 5,453 7.5  5,453 8.1

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  6,899 6,899  6,899 

資本剰余金合計  6,899 13.6 6,899 9.4  6,899 10.3

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  20 20  20 

２ 任意積立金  5,630 6,630  5,630 

３ 中間(当期)未処分利益  3,500 4,583  4,298 

利益剰余金合計  9,150 18.1 11,233 15.3  9,948 14.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  101 0.2 △4 △0.0  56 0.0

資本合計  21,605 42.7 23,583 32.2  22,358 33.2

負債資本合計  50,615 100.0 73,196 100.0  67,334 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  13,623 100.0 6,575 100.0  25,200 100.0

Ⅱ 売上原価  9,674 71.0 4,098 62.3  18,529 73.5

売上総利益  3,948 29.0 2,476 37.7  6,670 26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５ 978 7.2 1,002 15.3  1,997 8.0

営業利益  2,970 21.8 1,474 22.4  4,672 18.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 233 1.7 378 5.8  591 2.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 217 1.6 351 5.4  483 1.9

経常利益  2,986 21.9 1,500 22.8  4,780 19.0

Ⅵ 特別利益 ※３ 4 0.1 819 12.5  4 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ ― ― 0 0.0  1 0.0

税引前中間(当期)純利益  2,990 22.0 2,320 35.3  4,782 19.0

法人税、住民税及び事業税  1,181 1,258  2,170 

法人税等調整額  39 1,221 9.0 △453 804 12.2 44 2,215 8.8

中間(当期)純利益  1,769 13.0 1,515 23.1  2,567 10.2

前期繰越利益  1,730 3,068   1,730

中間(当期)未処分利益  3,500 4,583   4,298
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

１資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)によっ

ております。 

１資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 

――――― 

１資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

① 

――――― 

②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。 

②子会社株式及び関連会社株式

同左 

②子会社株式及び関連会社株式

同左 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は、全部資本直入法により

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。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

③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 

③その他有価証券 

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

資本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。 
 

(2) たな卸資産 

①販売用不動産 

個別法による原価法によっ

ております。 

(2) たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

(2) たな卸資産 

①販売用不動産 

同左 

② 

――――― 

 

②仕掛販売用不動産 

個別法による原価法によっ

ております。 

②仕掛販売用不動産 

同左 

②貯蔵品 

最終仕入原価法によってお

ります。 

 

②貯蔵品 

同左 

②貯蔵品 

同左 

２固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

２固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

２固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(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 

(2) 無形固定資産 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

３繰延資産の処理方法 

(1)新株発行費 
 支出時に全額費用処理しており
ます。 
(2)社債発行費 

 商法施行規の規定による最長期間

（3年）で均等償却しております。 

３繰延資産の処理方法 

(1) 
――――― 

 
(2)社債発行費 

同左 

３繰延資産の処理方法 

(1)新株発行費 
支出時に全額費用処理しておりま
す。 
(2)社債発行費 

同左 

４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引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 
同左 

４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 

(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 

同左 

(3) 保守補償引当金 

同左 

５リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

５リース取引の処理方法 

同左 

５リース取引の処理方法 

同左 

６その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。 

なお、控除対象外消費税等は全

額当中間会計期間の費用として処

理しております。 

６その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、控除対象外消費税等は全

額当中間会計期間の費用として処

理しております。 

６その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

なお、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。 

 
  



ファイル名:110_0897100501805.doc 更新日時:2006/06/01 18:37 印刷日時:06/06/02 14:11 

― 45 ― 

  
会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第6号）

を適用しております。 
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 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

（中間貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前中間会計期間まで、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産総額の100分の5を超えたた

め、区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間末の「長期貸付金」の金額は

1,401百万円であります。 

 

――――― 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

 

――――― 

 

――――― 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第9号)が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月

1日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」(平成16年2月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が50百万円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、同額

減少しております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年2月28日) 

当中間会計期間末 
(平成18年2月28日) 

前事業年度末 
(平成17年8月31日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 
79百万円 

 

※１有形固定資産の減価償却累計額
77百万円

 

※１有形固定資産の減価償却累計額
70百万円

 
※２ 

――――― 

※２担保に供している資産及び対応

債務 

（担保提供資産）  

仕掛販売用 
不動産 

33,365百万円

（対応債務）  

長期借入金 15,000百万円
  

※２担保に供している資産並びに対

応債務 

（担保提供資産）  

販売用不動産 15,000百万円

（対応債務）  

長期借入金 15,000百万円
  

※３当社のコミットメントライン設

定契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 

10,000百万円

当中間会計期間
末残高 

 8,800 

②長期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 

6,000百万円

当中間会計期間
末残高 

 1,940 
 

※３当社のコミットメントライン設

定契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 

12,500百万円

貸出実行残高  2,890 

②     ――――― 

  

※３当社のコミットメントライン設

定契約 

①短期コミットメントライン 
コミットメント
ラインの総額 

12,500百万円

当事業年度末 
残高 

 1,030 

②     ――――― 

  

      

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

※１営業外収益の主要項目 

受取利息 220百万円

  

※１営業外収益の主要項目 

受取利息 178百万円
投資有価証券売却
益 

177 

  

※１営業外収益の主要項目 

受取利息 446百万円
受取配当金 116 
  

 

※２営業外費用の主要項目 

支払利息 113百万円
社債利息  23 
社債発行費償却  39 
支払保証料  39 

  

※２営業外費用の主要項目 

支払利息 236百万円
社債利息 28 
社債発行費償却 33 
支払保証料 50 

  

※２営業外費用の主要項目 

支払利息 245百万円
社債利息 48 
社債発行費償却 79 
コミットメント 
ライン設定手数料 

25 

支払保証料 81 
  

 
※３特別利益の主要項目 

関係会社出資金 
売却益 

4百万円

 

※３特別利益の主要項目 

ホテル事業整理益 802百万円

 

 

※３特別利益の主要項目 

関係会社出資金 
売却益 

4百万円

 

※４    ――――― 

 

※４特別損失の主要項目   

固定資産除却損 0百万円
 

 

※４特別損失の主要項目 

固定資産除却損 1百万円
 

※５減価償却実施額 

有形固定資産 5百万円
無形固定資産   0 

  

※５減価償却実施額 

有形固定資産 7百万円
無形固定資産 0 

  

※５減価償却実施額 

有形固定資産 12百万円
無形固定資産 0 
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 (リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

リース契約1件当たりのリース料総

額が300万円を超えるものがないた

め、記載を省略しております。 

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。 

同左 

 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成17年2月28日)、当中間会計期間末(平成18年2月28日)及び前事業年度末

(平成17年8月31日)における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。 

 

(１株当たり情報) 

 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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 (重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年9月１日 
至 平成18年2月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日) 

――――― 当社は、平成18年3月27日開催の取締役

会決議に基づき、第8回無担保変動利付社

債(株式会社三井住友銀行保証付き及び適

格機関投資家限定)を発行致しました。 
 

株式会社レーサムリサーチ第8回無担保変

動利付社債 
① 発行総額  25億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成18年3月31日 
⑤ 償還方法 毎年3月31日に5億円の定時

償還を行い、平成23年3月

31日を以って残額を償還す

る。 
⑥ 利率   全銀協国内円6ヶ月TIBORを

基準とする。 
⑦ 資金使途 事業資金 
⑧ 物上担保の有無 

        本社債には物上担保は付さ

れておらず、また特に留保

されている資産はありませ

ん。 
 

当社は、平成17年9月26日開催の取締役

会決議に基づき、以下の無担保社債（株

式会社みずほ銀行保証付き及び適格機関

投資家限定）を発行致しました。 
 

株式会社レーサムリサーチ第5回無担保

社債 
① 発行額   10億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法  平成21年3月25日を以って

満期一括償還する。 
⑥ 利率    みずほ6ヵ月TIBORを基準と

する。 
⑦ 資金使途  運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

        本社債には物上担保は付さ

れておらず、また特に留保

されている資産はありませ

ん。 
 

株式会社レーサムリサーチ第6回無担保

社債 
① 発行額   10億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法  平成21年9月25日を以って

満期一括償還する。 
⑥ 利率    みずほ6ヵ月TIBORを基準と

する。 
⑦ 資金使途  運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

        本社債には物上担保は付さ

れておらず、また特に留保

されている資産はありませ

ん。 
 

株式会社レーサムリサーチ第7回無担保

社債 
① 発行額   15億円 
② 発行価額  額面100円につき金100円 
③ 償還金額  額面100円につき金100円 
④ 払込期日  平成17年9月30日 
⑤ 償還方法  平成22年3月25日を以って

満期一括償還する。 
⑥ 利率    みずほ6ヵ月TIBORを基準と

する。 
⑦ 資金使途  運転資金 
⑧ 物上担保の有無 

        本社債には物上担保は付さ

れておらず、また特に留保

されている資産はありませ

ん。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

 
有価証券報告書及びその
添付書類 

 事業年度 
(第14期) 

自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日 

平成17年11月29日 
関東財務局長に提出 

 
有価証券報告書の訂正報
告書 

 事業年度 
(第14期) 

自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日 

平成18年3月31日 
関東財務局長に提出 

 半期報告書の訂正報告書 
 事業年度 
(第14期中) 

自 平成16年9月１日 
至 平成17年2月28日 

平成18年4月21日 
関東財務局長に提出 

 
有価証券報告書の訂正報
告書 

 事業年度 
(第14期) 

自 平成16年9月１日 
至 平成17年8月31日 

平成18年4月21日 
関東財務局長に提出 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成17年５月27日 

株式会社レーサムリサーチ 

取締役会 御中 

三優監査法人 

 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士   髙  瀬  敬  介  ㊞ 

 

業務執行社員  公認会計士   鳥  居    陽  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社レーサムリサーチの平成16年９月１日から平成17年８月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成16年９月１日から平成17年２月28日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中

間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査

は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レーサムリサーチ及び連結子会社の平成17年２月28日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年９月１日から平成17年２月28日まで)の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成18年５月29日 

株式会社レーサムリサーチ 

取締役会 御中 

三優監査法人 

 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士   髙  瀬  敬  介  ㊞ 

 

業務執行社員  公認会計士   鳥  居    陽  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社レーサムリサーチの平成17年９月１日から平成18年８月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中

間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査

は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レーサムリサーチ及び連結子会社の平成18年２月28日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る

会計基準」を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成17年５月27日 

株式会社レーサムリサーチ 

取締役会 御中 

三優監査法人 

 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士   髙  瀬  敬  介  ㊞ 

 

業務執行社員  公認会計士   鳥  居    陽  ㊞ 

 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社レーサムリサーチの平成16年９月１日から平成17年８月31日までの第14期事業年度の

中間会計期間(平成16年９月１日から平成17年２月28日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社レーサムリサーチの平成17年２月28日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間(平成16年９月１日から平成17年２月28日まで)の経営成績に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成18年５月29日 

株式会社レーサムリサーチ 

取締役会 御中 

三優監査法人 

 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士   髙  瀬  敬  介  ㊞ 

 

業務執行社員  公認会計士   鳥  居    陽  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社レーサムリサーチの平成17年９月１日から平成18年８月31日までの第15期事業年度の

中間会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借

対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社レーサムリサーチの平成18年２月28日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間(平成17年９月１日から平成18年２月28日まで)の経営成績に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計

基準」を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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