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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19期

第３四半期
連結累計期間

第20期

第３四半期
連結累計期間

第19期

第３四半期
連結会計期間

第20期

第３四半期
連結会計期間

第19期

会計期間
自 平成21年９月１日
至 平成22年５月31日

自 平成22年９月１日
至 平成23年５月31日

自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日

自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日

自 平成21年９月１日
至 平成22年８月31日

売上高 （百万円） 11,428 5,401 4,275 1,468 16,071

経常利益又は経常損失(△)（百万円） 225 △611 149 △324 788

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

（百万円） 335 △732 180 △368 667

純資産額 （百万円） － － 19,320 18,933 19,596

総資産額 （百万円） － － 52,623 46,977 51,615

１株当たり純資産額 （円） － － 41,927.4941,085.6242,526.09

１株当たり四半期（当期）
純利益金額又は
四半期純損失金額（△）

（円） 727.76△1,589.00392.08△800.531,448.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 36.7 40.3 38.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 4,173 △3,432 － － 5,794

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 62 △43 － － 197

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △7,378 △1,563 － － △8,231

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） － － 4,918 782 5,822

従業員数 （名） － － 134 131 135

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、加えて第20期

第３四半期連結累計（会計）期間は１株当たり四半期純損失のため、記載しておりません。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動はありません。

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成23年５月31日現在

従業員数 131名

(2)　提出会社の状況

平成23年５月31日現在

従業員数 76名
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第２ 【事業の状況】

１　【仕入及び販売の状況】

当第３四半期連結会計期間における仕入実績及び販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。

(1)　仕入実績

セグメントの名称 　仕入高(百万円) 前年同四半期比(％)

資産運用事業 153 －

サービシング事業 0 －

合計 153 －

(注) 　金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)　販売実績

セグメントの名称 　販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

資産運用事業 98 －

証券化事業 － －

プロパティマネジメント事業 398 －

サービシング事業 855 －

投融資事業 － －

その他の事業 116 －

調整額 － －

合計 1,468 －

(注) １　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループの相手先は、不特定の法人・個人であるため、主な相手先別の記載を省略しております。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災（以下、

「震災」といいます。）が、地震及び津波による直接的な被害に加え、福島第一原子力発電所の事故を引

き起こすなど、各方面に甚大な被害をもたらした結果、それまで緩やかな回復基調にあった国内景気は、

震災後には企業や家計の景況感が急激に悪化し、原発事故処理や電力供給不足の長期化懸念などによっ

て、再び景気の先行きは不透明な状況に陥っております。

　
国内の不動産市場においても、この震災による影響は非常に大きく、震災直後しばらくは不動産に対す

る投資マインドは大きく落ち込み、当社の主力事業である資産運用事業は非常に厳しい環境下で推移い

たしました。それでも震災から2ヵ月ほど経過したあたりからは、徐々に首都圏の不動産に対する投資意

欲は回復しつつあると実感しておりますが、当第３四半期は、資産運用事業の売上高と利益が前年同期比

大きく減少する結果となりました。一方で、サービシング事業においては、引き続き既存保有の買取債権

からの丁寧な回収活動に注力した結果、期初の予定を上回る収益を計上することができました。
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その結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,468百万円（前年同四半期比65.6％減）、営

業損失は94百万円（前年同四半期は営業利益314百万円）、経常損失は324百万円（前年同四半期は経常

利益149百万円）、四半期純損失は368百万円（前年同四半期は四半期純利益180百万円）となりました。

　
各セグメントの業績は次のとおりであります。

　
①資産運用事業

当事業においては、主に個人富裕層を対象として、当社にて予め把握させていただいたお客様の不動

産投資意欲に合致した不動産を確保し、これを長期の運用商品として耐えうるものに加工した上で、お

客様への販売を行ってきております。

第２四半期において販売時期を第３四半期以降としていた中・小型物件（複数）については、当第

３四半期中に販売すべく尽力いたしましたが、お客様は震災後の経済状況の様子見の傾向が強くなり、

３月以降の売買予定を先送りした方も多く、当第３四半期における当社の販売は例年を大きく下回る

状況となりました。

　
この結果、売上高は98百万円、セグメント損失は205百万円となりました。

　
②証券化事業

当事業においては、主に国内外の機関投資家及び個人富裕層向けに、運用ニーズに応じた不動産私募

ファンドを組成し、これらの私募ファンドからアセットマネジメント業務を受託することにより、ア

セットマネジメントフィー等の収益を得ております。当セグメントにおいては、当第３四半期において

は売上高の計上はありませんでしたが、販売費及び一般管理費の負担があり、セグメント損失は9百万

円となりました。

　
③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関する賃貸管理ならびに建物管理等の不動産投資運用

サービスを提供しており、不動産の市況にかかわらず、お客様の満足度を高めていく活動を継続してき

ております。

当第３四半期は、当初の計画に比べ保有物件からの賃料収入が増加していることから、セグメント売

上高およびセグメント利益ともに計画を上回った結果、当事業における売上高は398百万円、セグメン

ト利益は92百万円となりました。

　
④サービシング事業

当事業においては、主に連結子会社であるグローバル債権回収株式会社が、銀行等の金融機関から自

己勘定あるいは機関投資家との共同出資にて債権を購入し、これら債権の管理回収等の業務を行って

おります。

当第３四半期においても保有する既存の買取債権からの丁寧な回収活動に注力し、利益の向上を

図ってきた結果、セグメント売上高及びセグメント利益ともに計画を上回り、当事業における売上高は

855百万円、セグメント利益は121百万円となりました。

　
⑤投融資事業

当事業においては、当第３四半期においても新たな投融資の実績はなく、投融資残高もなかったこと

から、売上高の計上はありませんが、オフィス賃料を販売費及び一般管理費に計上していることによ

り、セグメント損失は1百万円となりました。

　
⑥その他の事業

当事業においては、主に連結子会社である株式会社アセット・ホールディングスが保有するゴルフ

場、「レーサム・ゴルフ・アンド・スパリゾート」を運営しております。当第３四半期は、コースコン

ディションの改良工事を行っていた期間、ご来場の皆様にご不便をおかけしていたことによる収入減

もあり、当事業における売上高は118百万円、セグメント損失は8百万円となりました。

　
(2)　財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.0％減少し、44,418百万円となりました。これは、主とし

て、販売用不動産が2,063百万円増加したものの、現金及び預金が5,039百万円、買取債権が1,635百万

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7.7％減少し、2,559百万円となりました。これは、有形固定

資産の減価償却による減少152百万円および投資その他の資産のその他に含まれる保証金が77百万円
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減少したことが主な要因であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は46,977百万円（前連結会計年度比9.0％

減）となりました。

　
（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べて12.4％減少し、28,044百万円となりました。これは、新たな販売

用不動産の仕入れに伴い新規の資金調達を行った一方、有利子負債の返済も進めたことで有利子負債

残高が1,563百万円減少したこと、及び未払法人税等が1,874百万円減少したことが主な要因でありま

す。

　
（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、18,933百万円となりました。これは四半期純損

失の計上により、利益剰余金が732百万円減少したことが主な要因であります。

　
(3)　キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期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、第２四半

期連結会計年度末に比べて837百万円減少し、782百万円となりました。

　
当第３四半期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）

営業活動による資金は、78百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失

は321百万円増加し、利息の支払により234百万円等の資金の減少要因があったものの、買取債権の回

収により728百万円の資金増加要因があったことによるものであります。

　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金は、10百万円の減少となりました。これは主として、無形固定資産の取得による

支出11百万円があったことによるものであります。

　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金は、905百万円の減少となりました。これは主として、短期借入金の増加170百万

円及び長期借入金の借入による収入700百万円があったものの、長期借入金の返済による支出275百万

円及び社債償還による支出1,500百万円があったことによるものであります。

　
(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対応すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

　
(5)　研究開発活動

当第３四半期連結会計期間において、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

当第３四半期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

当第３四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
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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 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,280,000

計 1,280,000

②　【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数(株)(平成23年５月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年７月13日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 460,814 同左
大阪証券取引所
JASDAQ（スタンダード）

（注）

計 460,814 同左 － －

（注）当社は、単元株制度を採用しておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

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23年５月31日 － 460,814 － 5,453 － 6,899

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができませんので、直前の基準日（平成23年２月28日）に基づく株主名簿による記載

をしております。

①　【発行済株式】

平成23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 －

単元未満株式 　 － － －

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）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11株（議決権11個）が含まれて

おります。
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②　【自己株式等】

平成23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】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
９月

10月 11月 12月
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 22,00021,70025,78028,40028,20025,00023,65015,80014,980

最低(円) 17,62017,15017,83023,80024,06021,45012,90011,65011,950

(注)　株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所（JASDAQ市場）におけるものであり、平成22年10月12日以降は大

阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）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の提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであ

ります。

（役職の異動）

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
資産運用事業本部副本部長

兼　営業部長
取締役 資産運用事業本部副本部長 野口　政直 平成23年４月18日

取締役 特命担当 取締役 資産運用事業本部副本部長 五十嵐　秋 平成23年４月18日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成21年９月１日から平成22年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年９月１日から平成23年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年３月

１日から平成22年５月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年５月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年５

月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年９月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 782 5,822

営業未収入金 81 86

営業投資有価証券 841 820

販売用不動産 ※２
 6,233

※２
 4,170

仕掛販売用不動産 ※２
 29,749

※２
 29,521

買取債権 6,922 8,557

繰延税金資産 367 328

未収還付法人税等 9 60

その他 381 360

貸倒引当金 △953 △903

流動資産合計 44,418 48,824

固定資産

有形固定資産 ※１, ※２
 1,598

※１
 1,683

無形固定資産 376 405

投資その他の資産

投資有価証券 304 304

繰延税金資産 0 11

出資金 22 22

その他 557 817

貸倒引当金 △301 △471

投資その他の資産合計 584 684

固定資産合計 2,559 2,772

繰延資産

社債発行費 － 18

繰延資産合計 － 18

資産合計 46,977 51,615

EDINET提出書類

株式会社レーサム(E05179)

四半期報告書

10/25



(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※２
 22,390

※２
 2,150

1年内返済予定の長期借入金 ※２
 877

※２
 2,972

1年内償還予定の社債 － ※２
 20,500

未払法人税等 220 2,094

前受金 161 115

賞与引当金 4 0

その他 442 587

流動負債合計 24,096 28,419

固定負債

長期借入金 ※２
 1,323

※２
 531

流動化調整引当金 6 27

預り敷金 1,269 1,309

匿名組合預り出資金 1,349 1,730

固定負債合計 3,947 3,598

負債合計 28,044 32,018

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 6,806 7,538

株主資本合計 19,159 19,891

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △226 △295

評価・換算差額等合計 △226 △295

少数株主持分 0 －

純資産合計 18,933 19,596

負債純資産合計 46,977 51,615
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 11,428 5,401

売上原価 9,091 3,816

売上総利益 2,337 1,584

販売費及び一般管理費 ※1
 1,602

※1
 1,596

営業利益又は営業損失（△） 734 △11

営業外収益

受取利息 2 0

違約金収入 3 3

その他 8 6

営業外収益合計 14 10

営業外費用

支払利息 433 558

社債発行費償却 80 18

その他 9 34

営業外費用合計 523 610

経常利益又は経常損失（△） 225 △611

特別利益

負ののれん発生益 153 －

関係会社株式売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 － 0

関係会社配当金 7 －

特別利益合計 161 3

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

386 △613

法人税、住民税及び事業税 41 179

過年度法人税等戻入額 △15 △31

法人税等調整額 21 △28

法人税等合計 47 118

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

339 △732

少数株主利益 4 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 335 △732
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 4,275 1,468

売上原価 3,435 1,012

売上総利益 839 456

販売費及び一般管理費 ※1
 525

※1
 551

営業利益又は営業損失（△） 314 △94

営業外収益

受取利息 0 0

違約金収入 1 1

物品売却益 － 1

その他 0 0

営業外収益合計 2 3

営業外費用

支払利息 132 229

社債発行費償却 25 －

その他 7 2

営業外費用合計 166 232

経常利益又は経常損失（△） 149 △324

特別利益

関係会社株式売却益 － 3

特別利益合計 － 3

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

149 △321

法人税、住民税及び事業税 37 96

法人税等調整額 △68 △48

法人税等合計 △30 47

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

180 △368

四半期純利益又は四半期純損失（△） 180 △368
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成23年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

386 △613

減価償却費 178 152

負ののれん発生益 △153 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △319 49

流動化調整引当金の増減額（△は減少） 11 △20

機構改革損失引当金の増減額（△は減少） △25 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △3

受取利息及び受取配当金 △10 △0

社債発行費償却 80 18

支払利息 433 558

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

売上債権の増減額（△は増加） 20 4

営業貸付金の回収による収入 74 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 47

販売用不動産の増減額（△は増加） 302 △2,063

仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） △141 △228

買取債権の増減額（△は増加） 2,261 1,635

前受金の増減額（△は減少） 24 45

未払消費税等の増減額（△は減少） △194 20

預り敷金の増減額（△は減少） △62 36

匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） △12 △381

匿名組合出資金の払戻による収入 14 －

その他 △133 △107

小計 2,743 △840

利息及び配当金の受取額 10 0

利息の支払額 △540 △626

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,959 △1,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,173 △3,432
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年９月１日
　至 平成23年５月31日)

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 △8 △35

無形固定資産の取得による支出 － △11

投資その他の資産の取得による支出 △85 －

投資その他の資産の解約等による収入 38 0

投資有価証券の売却による収入 0 3

投資有価証券の払戻による収入 341 －

子会社株式の取得による支出 △240 －

関係会社株式の取得による支出 △1 －

関係会社の清算による収入 10 －

出資金の払戻による収入 1 －

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 5 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 62 △43

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） △980 20,240

長期借入れによる収入 400 1,531

長期借入金の返済による支出 △2,797 △2,834

社債の償還による支出 △4,000 △20,500

配当金の支払額 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,378 △1,563

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） △3,142 △5,039

現金及び現金同等物の期首残高 7,924 5,822

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

137 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,918

※１
 782
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日)

連結の範囲に関す
る事項の変更

（１）連結の範囲の変更
第１四半期連結会計期間において、㈱財進は、清算結了したことにより、連結の範囲か
ら除外しております。

（２）変更後の連結子会社の数　

９社

会計処理基準に関
する事項の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第１四半期連結会計期間から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号
 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失の金額は１百万円、経常損失の金額は
１百万円、税金等調整前四半期純損失の金額は７百万円それぞれ増加しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日)

たな卸資産の評価
方法

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却
価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年５月31日)

前連結会計年度末

(平成22年８月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 855百万円

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 750百万円

 

※２　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 4,988百万円

仕掛販売用不動産 29,564百万円

有形固定資産 1,163百万円

合計 35,715百万円

 

（対応債務）

短期借入金 22,390百万円

１年内返済予定の長期借入金 335百万円

長期借入金 1,323百万円

合計 24,048百万円

 

※２　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 2,373百万円

仕掛販売用不動産 29,399百万円

合計 31,773百万円

 

 

（対応債務）

短期借入金 2,150百万円

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 19,500百万円

長期借入金 200百万円

合計 23,350百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日　至　平成23年５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 106百万円

役員報酬 129百万円

給与手当 546百万円

地代家賃 127百万円

支払手数料 184百万円

賞与引当金繰入額 8百万円

貸倒引当金繰入額 17百万円

※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 71百万円

役員報酬 157百万円

給与手当 547百万円

地代家賃 124百万円

支払手数料 193百万円

賞与引当金繰入額 4百万円

貸倒引当金繰入額 76百万円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年３月１日　至　平成23年５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 35百万円

役員報酬 43百万円

給与手当 184百万円

地代家賃 41百万円

支払手数料 61百万円

賞与引当金繰入額 4百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円

※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 20百万円

役員報酬 54百万円

給与手当 179百万円

地代家賃 41百万円

支払手数料 63百万円

賞与引当金繰入額 4百万円

貸倒引当金繰入額 42百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日)

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年５月31日現在）

※１現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年５月31日現在）

　

現金及び預金勘定 4,918百万円

　小計 4,918百万円

現金及び現金同等物 4,918百万円

　

現金及び預金勘定 782百万円

　小計 782百万円

現金及び現金同等物 782百万円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）及び

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

発行済株式の種類及び総数

普通株式　　460,814株（当第３四半期連結会計期間末）
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対

する売上高
3,075 8 401 655 － 134 4,275 － 4,275

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － 8 8 （8） －

計 3,075 8 401 655 － 142 4,283 （8） 4,275

営業利益又は営

業損失（△）
151 6 102 157 △1 △1 415 （101） 314

（注）１　事業の区分は、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

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５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)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に対

する売上高
7,406 25 1,215 2,331 0 448 11,428 － 11,428

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － 18 18 （18） －

計 7,406 25 1,215 2,331 0 467 11,447（18）11,428

営業利益又は営

業損失（△）
416 16 281 313 △2 4 1,028（294） 734

（注）１　事業の区分は、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

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）及び

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

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

　
【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）及び

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５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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【セグメント情報】

　（追加情報）

第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。

　
１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、そのセグメントの財務情報が入手可能なもので、かつ経営陣による業

績の評価及び経営資源の配分の決定において、定期的に検討を行う対象となっているものであります。報告

セグメントの主要な内容は以下の通りであります。

資産運用事業　　　　　　　：　収益不動産の調達、運用商品の組成・販売

証券化事業　　　　　　　　：　運用商品の証券化、機関投資家との共同出資

プロパティマネジメント事業：　賃貸管理、建物管理、不動産資産の収益改善

サービシング事業　　　　　：　債権管理回収、デューディリジェンス

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

その他の事業　　　　　　　：　ゴルフ場運営等
　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自  平成22年９月１日  至  平成23年５月31日）
（単位：百万円）

　
報告セグメント

合計
調整額

(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

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 その他の事業

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への

売上高 2,006 10 1,131 1,869 － 382 5,401 － 5,401

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高
－ － － 0 － 6 6 △6 －

計 2,006 10 1,131 1,869 － 389 5,407 △6 5,401

セグメント利益
又は損失（△）

△333 △17 253 380 △3 △43 236 △248 △11

(注) １  セグメント利益の調整額△248百万円には、セグメント間取引消去５百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用242百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費等であり

ます。

　　 ２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書における営業損失の額と一致しております。
　

当第３四半期連結会計期間（自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日）
（単位：百万円）

　
報告セグメント

合計
調整額

(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

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 その他の事業

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への

売上高 98 － 398 855 － 116 1,468 － 1,468

  セグメント間

の内部売上高

又は振替高
－ － － － － 2 2 △2 －

計 98 － 398 855 － 118 1,471 △2 1,468

セグメント利益
又は損失（△）

△205 △9 92 121 △1 △8 △11 △83 △94

(注) １  セグメント利益の調整額△83百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用81百万円が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費等でありま

す。

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書における営業損失の額と一致しております。
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(金融商品関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

現金及び預金、短期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められます。
（単位：百万円）

科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

現金及び預金 782 782 － （注）１

短期借入金 22,390 22,390 － （注）２

(注)１　現金及び預金の時価の算定方法

預金は、短期間で決済されるため、時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

２　短期借入金の時価の算定方法

短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成23年５月31日)

前連結会計年度末

(平成22年８月31日)

１株当たり純資産額 41,085円62銭１株当たり純資産額 42,526円09銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年８月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 18,933 19,596

普通株式に係る純資産額（百万円） 18,932 19,596

差額の主な内訳（百万円） 　 　

少数株主持分 0 －

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株当たり四半期純利益金額等

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 727円76銭１株当たり四半期純損失金額 △1,589円00銭

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないた

め、当第３四半期連結累計期間は１株当たり四半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　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日

　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成22年９月１日

　至　平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額 　 　

　四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 335 △732

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（百
万円）

335 △732

　普通株式の期中平均株式数（株） 460,814 460,814

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 392円08銭１株当たり四半期純損失金額 △800円53銭

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期連結会計期間は潜在株式が存在しないた

め、当第３四半期連結会計期間は１株当たり四半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　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日

　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成23年３月１日

　至　平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額 　 　

　四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） 180 △368

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）（百
万円）

180 △368

　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。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年７月12日

株式会社レーサム

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    古 藤 智 弘    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    川 村 啓 文    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社レーサムの平成21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成22年

５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レーサム及び連結子会社の平成22年

５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。
　

　追記情報

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第２四半

期連結会計期間より企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）等を適用してい

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

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年７月12日

株式会社レーサム

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    古 藤 智 弘    印

　
業務執行社員 　 公認会計士    川 村 啓 文    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社レーサムの平成22年９月１日から平成23年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間(平成22年９月１日から平成23年

５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社レーサム及び連結子会社の平成23年

５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　
　追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第１

四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」を適用している。

 

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

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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