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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(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 ％

20年３月期 3,431 △31.0 △470 － △713 － △706 －

19年３月期 4,972 45.0 315 △40.2 112 △75.3 44 △86.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

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 ％ ％ ％

20年３月期 △8,979 30 － － △137.5 △13.0 △13.7

19年３月期 567 54 － － 5.1 2.2 6.3

 (参考）持分法投資損益  20年３月期 － 百万円  19年３月期 － 百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 5,708 147 2.6 1,867 56

19年３月期 5,253 880 16.8 11,180 86

（参考）自己資本 20年３月期 146百万円 19年３月期 879百万円

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △2,518 34 1,247 245

19年３月期 △1,208 △104 898 1,481

２．配当の状況

                     １株当たり配当金   配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 334 00 334 00 26 58.9 3.0

20年３月期 0 00 0 00 0 00 － － －

21年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 －  － －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年中間期増減率）

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
4,897 96.6 10 － △89 － △89 － △1,138 75

通期 6,922 101.7 174 － 13 － 13 － 173 84

－ 1 －



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（会計処理の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 79,665株 19年３月期 79,665株

②　期末自己株式数 20年３月期 960株 19年３月期 960株

（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、33ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(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 ％

20年３月期 3,365 △29.8 △454 － △696 － △707 －

19年３月期 4,791 48.8 291 △43.7 88 △80.1 54 △83.0

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

20年３月期 △8,986 59 － －

19年３月期 689 09 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 5,661 148 2.6 1,887 87

19年３月期 5,223 882 16.9 11,208 47

（参考）自己資本 20年３月期 148百万円 19年３月期 882百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率）

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２四半期累計期間 4,785 92.9 28 － △69 － △69 － △880 94

通期 6,661 97.9 183 － 26 － 26 － 334 29

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料提出日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因に

よって異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度（平成19年4月1日～平成20年3月31日）におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端

を発した世界同時株安や円高の進行などの影響をうけ、景気の減速感が顕著になってきました。

　当社グループを取り巻く不動産業界におきましては、世界的な金融信用収縮に伴う国内不動産取引の停滞、また、

原油等を始めとした資源高に伴う建築費の上昇によりマンション販売価格が上昇する状況の中、物件に対する顧客の

選別志向が強まり、物件力による優劣の差が顕著になりました。また、家計所得の伸び悩みが続く状況下で物価が上

昇するなど、個人の消費マインドに影響を及ぼす要因に起因し、住宅購入意欲は低水準のまま推移しました。

　当連結会計年度における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。

 

（企画・販売代理事業）

　当連結会計年度の企画・販売代理事業におきましては、高騰した土地価額及び継続する建築コストの高騰により、

マンション価格は高止まりを続ける一方、エンドユーザーにおきましては景気の不透明感からくる購買力の低下が見

られ、マンションの需要と供給のバランスが著しく悪化する等厳しい経営環境となりました。　

　このような市場環境下、マンション価格の高騰による手数料収入の増加及び予定しておりました引渡業務は順調に

進行しましたが、建築確認の厳格化に伴うマンション供給遅延の顕在化等も見られ、販売代理受託戸数は前年同期に

比べ300戸程度の減少となりました。また、契約戸数においても前年同期比100戸程度の減少となりましたが、継続し

た販売力強化策の実施による生産性の向上が見られました。その結果、当連結会計年度の売上高は880百万円（前年同

期比19.3％増加）、営業損失243百万円（前年同期は営業損失455百万円）となりました。

（不動産流動化事業）

　当連結会計年度の不動産流動化事業におきましては、当下半期に予定しておりました流動化物件数件の売却が金融

信用収縮に伴う不動産取引の停滞により来期にずれる見込みとなり、売上高は1,974百万円（前年同期比51.9％減少）、

営業利益は610百万円（前年同期比53.9％減少）となりました。

 

  　 （企画不動産販売事業）

　当連結会計年度の企画不動産販売事業におきましては、当下半期以降概ね計画通りの販売を継続しておりますが、

当上半期において実施した当該物件に対する評価損を吸収するには至らず、当連結会計年度の売上高は551百万円（前

年同期は売上高28百万円）、営業損失は211百万円（前年同期は営業利益６百万円）となりました。

 

 （人材派遣事業）

　当連結会計年度の人材派遣事業におきましては、当該事業の強みである専門性の高い人材の派遣に対する強化を行

いました。その結果、一時的な派遣者数の減少及び募集関連費用の増加等が見られ、売上高は24百万円（前年同期比

55.3％減少）、営業損失は17百万円（前年同期は営業利益１百万円）となりました。

 

 （その他事業）　

　当連結会計年度において、既存事業であるインテリアプランニング事業については撤退し、新規事業である不動産

広告事業に移管しておりますが、当該事業は重要性が乏しいため「その他事業」として区分しております。なお、当

連結会計年度において、その他事業に含まれるインテリアプランニング事業は、売上高０百万円（前年同期は42百万

円）営業損失は１百万円（前年同期は営業損失19百万円）であります。

　当連結会計年度のその他事業におきましては、当下半期に予定しておりました不動産検索サイトの稼働が第４四半

期以降となったため、開始直後より順調に契約数を増加させておりますが、収益への大きな貢献は見られず、売上高

は０百万円となりました。また、当該事業の開始に伴った広告関連費用等が増加したことに伴い、営業損失は13百万

円となりました。

 

 　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、3,431百万円（前年同期比31.0％減少）、売上原

価は1,958百万円（前年同期比27.7％減少）、売上総利益は1,473百万円（前年同期比35.0％減少）となりました。ま

た、営業損失は470百万円（前年同期は営業利益315百万円）、経常損失は713百万円（前年同期は経常利益112百万円）

となり、当期純損失は706百万円（前年同期は当期純利益44百万円）となりました。
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(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

1,235百万円減少し245百万円となりました。

　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。

 

 　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、2,518百万円（前年同期比108.4％増加）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失706百万円の計上及び不動産流動化事業におけるたな卸資産の取得による支出

1,913百万円等によるものであります。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は、34百万円（前年同期は104百万円の資金減少）となりまし

た。これは主に、保険解約による収入69百万円等によるものであります。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、1,247百万円（前年同期比38.8％増加）となりました。こ

れは主に、借入により資金調達した収入等であります。

 　

 　キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期  平成20年３月期

自己資本比率（％） 30.2 17.3 16.8 2.6

時価ベースの自己資本比率（％） 116.3 178.5 58.7 7.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― ―

 　自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

 　時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

 　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

 　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー／利払い

 　※　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、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

 　※　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。

 　※　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、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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分に関しましては、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営戦略の根幹であると考え、配当性向30％を

目標に継続的かつ安定的な配当を実現することを基本方針としております。

　しかしながら、当社の現状を鑑みまして、当期の配当につきましては誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

また、次期の配当につきましては、無配を予定しておりますが、早期に業績を回復させ、速やかに復配を実現するこ

とが経営上の最重要課題の一つと考えております。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下において、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす事項を記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識

した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

 ①不動産市況の動向等について

　当社グループが販売受託、売買、仲介及び賃貸する不動産の取引価格及び流通量等は、不動産市況の影響を受けて

おり、今後、景気見通しの悪化や金利の上昇等による顧客の購入意欲の減退、景気の低迷や供給過剰等による賃料水

準の低下や空室率の上昇等、不動産市況の動向が、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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②企画販売代理事業について

　当社グループが企画販売代理事業において受領する販売手数料は、マンション等の分譲代金に手数料率をかけた金

額であるため概ね定額であります。そのため、景気見通しの悪化や金利の上昇及び住宅税制の変更等による顧客の購

入意欲の減退により、販売期間が計画よりも長期にわたる場合には、販売経費の増加等が発生し、当社グループの業

績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

　また、販売手数料のうち概ね50％はマンション等の購入者への引渡しをもって収益計上するため、工期の遅延等不

測の事態によって、マンション等の引渡し時期が遅延することにより、当社グループの業績及び財政状態等に影響を

及ぼす可能性があります。

 

③販売用不動産等について

　当社は、不動産流動化事業及び企画不動産販売事業において、不動産を取得しております。計画に基づき販売用不

動産等を売却する予定でありますが、販売までの間に不動産市況の動向等の要因により販売用不動産等の価格が下落

した場合には、売却損または評価損が発生する他、販売時期が遅延することにより、当社グループの業績及び財政状

態等に影響を及ぼす可能性があります。

 

④有利子負債への依存について

　当社は、不動産の取得資金等を金融機関からの借入により調達しているため、総資産に対する有利子負債への依存

度が高い水準にあります。今後においても、有利子負債残高は高い水準で推移するものと想定されるため、今後の金

利変動により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤契約等について

　当社グループは、企画販売代理事業においてデベロッパーとの販売業務委託契約、人材派遣事業において派遣先企

業と人材派遣基本契約等、事業推進のために種々の契約を締結しておりますが、これらの契約が当社グループの想定

に反し、解除、更新拒絶、その他何らかの事由により終了した場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影響

を及ぼす可能性があります。

 

 ⑥人材について

　当社は、平成20年４月３日を期日とした希望退職者の募集を実施し、募集40名（従業員数157名　平成19年12月31日

現在）に対し40名の応募受付を完了しております。希望退職募集は、当社の今後の事業規模及び事業内容を勘案し、

最適な組織構築が可能な体制を想定のうえ実施しておりますが、当社が求める人材を充分に確保できない場合、また

は在職中の人材の更なる流出により必要な人材を確保できなくなった場合は、当社グループの業績及び財政状態等に

影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦法的規制について

　当社グループは、不動産業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許及び「信託業法」に基づく信託受益権販売

業の登録並びに「不動産投資顧問業登録規程」に基づく一般不動産投資顧問業の登録を受け、主に不動産販売の事業

を行っております。また、人材派遣業者として「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律」に基づく免許を受け、主に人材派遣の事業を行っております。今後、免許の取り消しがあった場

合、有効期間の更新ができなかった場合等には、当社グループの成長及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧情報の管理について

　当社グループは、企業活動に伴い個人情報等様々な情報を入手しております。その管理には細心の注意を払ってお

りますが、不正侵入及び不正使用等不測の事態により漏えいした場合には、当社グループの信用低下に伴い、当社グ

ループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨重要な訴訟事件等について

　当社グループにおいて、現在係争中の重要な訴訟事件はありませんが、当社グループの事業を遂行する上で、取引

先または顧客等から当社グループに重要な影響を与える訴訟等を提起された場合には、当社グループの業績及び財政

状態等に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、株式会社セイクレスト（当社）及び連結子会社である株式会社サプリメントサービスによって構成

されており、当社は主に企画・販売代理事業、不動産流動化事業及び企画不動産販売事業を、また、株式会社サプリメ

ントサービスは人材派遣事業を行っております。

　これらの事業の主な内容、各事業における当社及び連結子会社の位置付けは次のとおりであります。

 

 （1） 企画・販売代理事業

　当社は首都圏・近畿圏及び中四国圏・九州圏を中心にマンションの企画・販売代理事業を行っております。当該事業

におきましては、過去にマンションを販売した顧客及びモデルルーム来場者へのアンケート調査等を集積し、データ

ベースを構築しており、当該データを基に顧客トレンド及び市場動向等を分析し、デベロッパーにユニットや設備仕様

を企画提案するとともに、デベロッパーの代理として契約・諸費用の精算、登記取次事務、ローン事務、引渡、資金回

収等の業務を行い、デベロッパーから企画手数料・販売手数料を得ております。

 

 （2） 不動産流動化事業

　当社は、アセットマネジメント事業及び不動産投資事業等の不動産流動化事業を行っております。

　アセットマネジメント事業では、賃貸マンションやオフィスビル等の収益不動産を取得・保有する不動産賃貸業務を

行っております。また、不動産ファンドの企画・組成、運用及び管理等のファンド業務を予定しております。

　不動産投資事業では、投資不動産を発掘しデュー・デリジェンスを行って取得し、バリューアップを図った上で売却

するという事業を行っております。また、市場分析業務も行っております。

 

 （3） 企画不動産販売事業

　当社は企画・販売代理事業で培った販売並びにマーケティングノウハウ等を活かした、分譲マンション等の買い取り

再販事業を行っております。また、不動産流動化事業において蓄積したノウハウを有効に活用し、買い取り物件に対し

て、取得後バリューアップを図った上で販売するという事業の展開も予定しております。

 

（4）人材派遣事業

　当社の連結子会社である株式会社サプリメントサービスでは、人材の流動化、業務のアウトソーシング化傾向を受

け、デベロッパー等の不動産・建設関連企業への派遣を中心とする人材派遣サービス事業を行っております。株式会

社サプリメントサービスによる当該事業は、時間給方式による派遣料金形態をメインとしつつ、営業業務の派遣につ

いては成功報酬型の派遣料金も組み入れた形式となっております。

 

　　（5）その他事業

　当社の連結子会社である株式会社サプリメントサービスでは、既存事業であるインテリアプランニング事業につい

ては撤退し、新規事業である不動産広告事業に移管しております。

　その他事業である不動産広告事業では、インターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事

業を行っております。
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 これらの事業を系統図で表すと以下のとおりであります。

 

 

㈱セイクレスト 
企画・販売代理事業 
不動産流動化事業 

企画不動産販売事業 

㈱サプリメントサービス 
（連結子会社） 
人材派遣事業 
その他事業 

デベロッパー 
・ファンド等 

デベロッパー 

不動産 
・建設 

関連企業等 

エンド 
ユーザー 

不動産 
所有者 

設計変更、 
フリープラン対応 

インテリア 
コーディネート 

マンション販売 
人材派遣 

モデルルーム 
コーディネート 

企画提案 

販売受託 

不動産売却 

コンサルティング等 

コンサルティング等 

不動産購入 

不動産販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　「デベロッパーとユーザーとの掛け橋として最高のコラボレーションを提供するトータルソリューションカンパニー

を目指す。」ことを企業理念としております。

　この企業理念に基づき、当社は生活の最も重要な基盤である『住まい』の販売を通じて、デベロッパーとユーザー

それぞれの満足を追求し続けることを経営の基本方針といたしております。ライフスタイルが多様化する現代におい

て、『住まい』に対するユーザーのニーズも急速に多様化、複雑化しています。マンション業界の健全な発展とユー

ザーのライフスタイルに合わせた良質な住宅の提供に寄与するためには、デベロッパーに対してユーザーの視点に立っ

たマンション提案を行う一方で、各ユーザーに対してはそれぞれに思い描くライフスタイル及びライフステージに合っ

た最適な『住まい』の提案を行う必要があると認識しております。

　当社といたしましては、このように多様化するユーザーニーズに適切かつ迅速に対応できるよう過去に販売したマ

ンションの顧客及びモデルルーム来場者に対する継続的なアンケート調査を実施し、その調査データ等をもとに徹底

的なマーケティングを行っております。また、営業現場においても対話の中からユーザーニーズの把握に努め、これ

らの情報を供給サイドであるデベロッパーに対してフィードバックすることにより居住空間創造のコミュニケーター

の役割を担っております。

　当社はプロフェッショナルとして従来のマンション及び周辺業界の流通構造を、ユーザー及びデベロッパーの双方

の両立性を確保しながらイノベーションするとともに、居住空間の効用最大化を目指してプロパティ・インプルーブ

メントを実現するフィー・デベロッパー分野を確立したいと考えております。

　一方、当社グループとしては、現在当社グループが有している情報やノウハウを活用し、転換されつつある不動産

業界のパラダイムに迅速かつ適切に対応していくことにより、不動産流動化事業における不動産と金融の融合をはか

り、投資家とオリジネーターの双方のニーズを満たすような仕組みを組成してまいります。

　また、人材の流動化、業務のアウトソーシング化傾向を受け、人材派遣事業を行っております。常に新しいビジネ

スフィールドの創造に努め、これまで以上の成長スピードと経営効率を実現するよう努力してまいる所存であります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、企画・販売代理事業を基幹事業として、不動産流動化事業、企画不動産販売事業及び周辺産業に

おける事業展開を進めておりますが、グループを通しての継続した安定成長及び収益性の観点から営業利益率の向上

を目標としております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、外部環境の変化に順応すると共に、中長期的に安定した収益基盤の構築を推進すべく、様々な経

営課題の改善を図ってまいります。

　当社グループを取り巻く中長期的な事業環境におきましては、高騰した土地価額及び継続する建築コストの高騰に

よるマンション価格の高止まり、金融信用収縮からくる株安等を始めとした景気の不透明感による一般エンドユーザー

の購買力低下は継続傾向にあり、需給バランスの乖離調整にかかる期間の長期化が懸念されております。しかしなが

ら、内在するマンション需要は団塊ジュニアをはじめとした新たな購買層により底堅く、中長期的には改善されてい

くものと思われます。

　企画・販売代理事業におきましては、資本の集中と選択の観点から、収益構造の改革を推進し、事業規模に見合っ

た最適な組織を構築するため、福岡及び広島の支店・営業所の閉鎖並びに首都圏における企画・販売代理事業の撤退

を決定し、資本と人材を大阪本社へと集約いたしました。中長期的には企画・販売代理事業における収益の最大化を

目指すと共に、継続成長を実現する組織の構築を図ってまいります。
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　不動産流動化事業におきましては、世界的な金融信用収縮に伴なった国内不動産取引停滞の長期化が懸念されてお

りますが、特に首都圏を中心とした都心部においては、継続して堅調なオフィス需要が見られるなど、不動産投資の

マーケットは選別が行われながら中長期的には徐々に回復していくものと思われます。このような状況のもと、当社

といたしましては、現状の強みである「物件選別ノウハウ」の蓄積を強化しリスクの軽減を図ると共に、保有不動産

のポートフォリオ再構築も進め、中長期においても安定した収益の確保を目指してまいります。

　企画不動産販売事業におきましては、長年、企画・販売代理事業で蓄積したユーザーデータ及び不動産流動化事業

で培ったデュー・ディリジェンス等のノウハウを用いて、分譲マンション・分譲戸建住宅等の販売業務を継続して行っ

ていく予定であります。

　その他、収益力ある事業の柱を当社グループ内に育成するため、子会社において展開する「人材派遣事業」及び「不

動産検索サイト運営」等の事業推進を加速化させると共に、事業シナジーの観点から、有益と考えられる企業との提

携を積極的に検討してまいります。

 

(4）内部管理体制の整備・運用状況

　①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織の整備

を図っております。

　当社では、会社法及び会社法施行規則に則り、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、

業務の効率及び適正を維持、確保して企業の発展に繋がるよう内部統制システムの構築に努めると共に、各部門の業

務の適正性や妥当性を検証することを目的として、内部監査室による内部監査を計画的に実施し、監査結果を代表取

締役に報告しております。

　また、内部統制の構築にかかる意思決定機関として、代表取締役を委員長とする内部統制委員会を設置しており、

内部監査室による監査の結果、指摘事項が検出された場合は、内部統制委員会にも報告され、内部統制委員会におい

て是正方針及び改善計画を策定する体制としております。

　なお、内部管理体制の概要は以下の通りです。
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法令・社会規範・倫理の遵守 

助言 監査 

選任・解任 
選任・解任 

選任・監督 
情報交換 

情報交換 

報告 監査 

報告 

報告 

報告 

監督 

業務執行・監督 

監査実施・統括 

調査 

報告 監査 

指示 

報告 

監査 

監査 

監査 

監査 

監督 報告 

情
報
交
換 

報告 

報告 

報告 

是正指示 

監査 

報告 

子会社 
（取締役） 

（社外取締役） 
（社外監査役） 

コンプライアンス 
相談窓口 

顧
問
弁
護
士
等
の
専
門
家 

内部統制
委員会 

業務担当 
取締役・執行役員 

代表取締役 

取締役会 
（取締役） 

（社外取締役） 

内部監査室 

企業理念・企業憲章・企業行動規範 

・管理部門 
経営管理本部 
ＣＳＲ本部(コンプライアンス・リスク管理室) 

 
・事業部門 

企画販売事業本部・事業本部 

監
査
法
人 

監査役会 
（社外監査役） 

株主総会 

助言 

報告 報
告 

報 告 

株式会社セイクレスト(8900) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 10 －



②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社では、毎月定例で取締役会を開催しており、取締役の業務執行状況の相互監視と経営上の重要な意思決定を行っ

ております。取締役会には、監査役も全員が出席し、議題の内容、議事の運営及び決議の方法について確認し、必要

に応じて意見を述べております。

　さらに、内部監査室は、業務内部管理体制の充実に向けて、年間監査計画に基づく内部監査を実施しており、関係

法規や社内規程及び業務マニュアルに基づく監査、指導を行っております。

　また、コンプライアンス・マニュアルを制定し、コンプライアンス研修会を開催する等社内にコンプライアンス意

識を浸透させると共に、内部通報制度を設けることにより、情報が伝達されるよう体制を整備しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,511,833   266,068  

２　受取手形及び売掛金   171,435   210,491  

３　たな卸資産 ※１  3,104,613   4,836,218  

４　前払費用   34,609   23,144  

５　その他   15,166   104,154  

貸倒引当金   △2,364   △50,648  

流動資産合計   4,835,294 92.0  5,389,429 94.4

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  110,605   88,207   

減価償却累計額  17,754 92,851  23,250 64,957  

(2）工具器具及び備品  22,179   23,028   

減価償却累計額  11,831 10,347  13,162 9,865  

(3）土地   17,607   17,607  

有形固定資産合計   120,807 2.3  92,429 1.6

２　無形固定資産   7,442 0.2  16,163 0.3

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   95,132   40,323  

(2）差入保証金   126,909   142,801  

(3）保険積立金   46,158   3,936  

(4）破産更生債権等   624,268   2,749  

(5）その他   15,590   20,200  

貸倒引当金   △628,550   △7,031  

投資その他の資産合計   279,509 5.3  202,981 3.6

固定資産合計   407,758 7.8  311,575 5.5

Ⅲ　繰延資産        

１　社債発行費   10,560   7,223  

繰延資産合計   10,560 0.2  7,223 0.1

資産合計   5,253,613 100.0  5,708,228 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   6,834   －  

２　短期借入金 ※１  1,480,001   902,000  

３　一年内返済予定長期
借入金

※１  215,704   2,001,701  

４　一年内償還予定社債   200,000   110,000  

５　未払法人税等   76,310   102  

６　未払金   90,118   128,565  

７　預り金   37,050   41,329  

８　賞与引当金   41,943   30,647  

９　預り保証金   180,125   136,362  

10　その他   27,785   44,912  

流動負債合計   2,355,873 44.8  3,395,620 59.5

Ⅱ　固定負債        

１　社債   450,000   340,000  

２　長期借入金 ※１  1,496,737   1,762,041  

３　繰延税金負債   109   －  

４　退職給付引当金   67,947   61,012  

５　負ののれん   2,223   1,755  

６　その他   200   350  

固定負債合計   2,017,217 38.4  2,165,158 37.9

負債合計   4,373,091 83.2  5,560,779 97.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   399,160 7.6  399,160 7.0

２　資本剰余金   112,840 2.2  112,840 2.0

３　利益剰余金   403,975 7.7  △329,027 △5.8

４　自己株式   △35,986 △0.7  △35,986 △0.6

株主資本合計   879,989 16.8  146,986 2.6

Ⅱ　少数株主持分   532 0.0  462 0.0

純資産合計   880,522 16.8  147,448 2.6

負債純資産合計   5,253,613 100.0  5,708,228 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,972,996 100.0  3,431,475 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  2,707,384 54.5  1,958,044 57.1

売上総利益   2,265,611 45.5  1,473,430 42.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,950,608 39.2  1,944,245 56.6

営業利益又は
営業損失（△）

  315,003 6.3  △470,815 △13.7

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,132   2,351   

２　負ののれん償却額  117   468   

３　保険解約返戻金  747   21,651   

４　保険取扱事務手数料  619   595   

５　雑収入  413 3,029 0.1 375 25,441 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  121,044   156,446   

２　社債発行費償却  2,349   3,336   

３　投資事業組合損失  1,867   7,028   

４　貸倒引当金繰入額 ※３ －   50,000   

５　支払手数料  76,293   46,567   

６　雑損失  3,865 205,420 4.1 4,556 267,935 7.8

経常利益又は
経常損失（△）

  112,613 2.3  △713,309 △20.8

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  28,276   79,688   

２　投資有価証券売却益  7,950 36,226 0.7 － 79,688 2.3

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※４ 757   77   

２　固定資産臨時償却費 ※５ 29,238   －   

３　特別退職加算金  ※６ －   9,336   

４　減損損失 ※７ －   22,398   

５　事務所移転損失 ※８ － 29,995 0.6 40,800 72,611 2.1

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  118,843 2.4  △706,232 △20.6

法人税、住民税及び
事業税

 74,391   1,072   

法人税等調整額  △258 74,132 1.5 △109 963 0.0

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

  43 0.0  △479 △0.0

当期純利益又は
当期純損失（△）

  44,668 0.9  △706,716 △20.6
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 411,777 △35,986 887,791

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △52,470  △52,470

当期純利益   44,668  44,668

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― △7,801 ― △7,801

平成19年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 403,975 △35,986 879,989

 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,829 891,621

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当（注）  △52,470

当期純利益  44,668

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△3,297 △3,297

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,297 △11,099

平成19年３月31日　残高（千円） 532 880,522

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 403,975 △35,986 879,989

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △26,287  △26,287

当期純利益   △706,716  △706,716

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △733,003 － △733,003

平成20年３月31日　残高（千円） 399,160 112,840 △329,027 △35,986 146,986

 少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日　残高（千円） 532 880,522

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △26,287

当期純利益  △706,716

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△69 △69

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△69 △733,073

平成20年３月31日　残高（千円） 462 147,448
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

 118,843 △706,232

２　減価償却費  9,490 10,537

３　減損損失  － 22,398

４　事務所移転損失  － 40,800

５　負ののれん償却額  △117 △468

６　その他償却費  15,266 16,964

７　たな卸資産評価損  － 164,643

８　退職給付引当金の増減額
（△は減少）

 13,479 △6,935

９　賞与引当金の増減額（△は減少）  4,539 △11,296

10　貸倒引当金の減少額  △28,594 △573,235

11　固定資産除却損  757 77

12　固定資産臨時償却費  29,238 －

13　投資有価証券売却益  △7,950 －

14　投資事業組合損失  1,867 7,028

15　社債発行費償却  2,349 3,336

16　受取利息及び受取配当金  △1,132 △2,351

17　支払利息  121,044 156,446

18　売上債権の減少額  135,470 598,213

19　仕入債務の増減額（△は減少）  56,949 △16,575

20　たな卸資産の増加額  △618,225 △1,913,212

21　前払費用の減少額  21,923 8,488

22　預り金の増減額（△は減少）  △762,333 4,278

23　預り保証金の増減額 (△は減少)  180,125 △43,612

24　その他  △66,500 △20,229

小計  △773,507 △2,260,935

25　利息及び配当金の受取額  1,106 2,332

26　利息の支払額  △111,334 △155,972

27　法人税等の支払額  △324,559 △103,588

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,208,295 △2,518,164
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の預入による支出  △60,425 △60,515

２　定期預金の払戻による収入  80,417 70,531

３　有形固定資産の取得による支出  △10,690 △2,389

４　無形固定資産の取得による支出  △36,248 △10,968

５　関係会社株式の取得による支出  △1,000 －

６　投資有価証券の取得による支出  △81,500 △51,500

７　投資有価証券の売却による収入  21,450 49,279

８　保険解約による収入  － 69,908

９　その他  △16,083 △29,364

投資活動によるキャッシュ・フロー  △104,080 34,981

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入れによる収入  4,690,000 3,693,500

２　短期借入金の返済による支出  △5,501,199 △4,271,501

３　長期借入れによる収入  1,672,227 2,342,778

４　長期借入金の返済による支出  △118,745 △291,477

５　社債の発行による収入  389,023 －

６　社債の償還による支出  △180,000 △200,000

７　親会社による配当金の支払額  △52,470 △25,865

財務活動によるキャッシュ・フロー  898,837 1,247,433

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △413,538 △1,235,749

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,895,156 1,481,617

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  1,481,617 245,867
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

―――――――――― 　当社グループは当連結会計年度において、不動産流動化

事業における物件売却のずれ込み等に伴う大幅な売上高の

減少、また、企画・販売代理事業につきましては、継続し

た販売力強化策の実施による生産性の向上が見られる等、

前連結会計年度に比して売上高は増加いたしましたが、全

国的な拡大戦略推進の中、販売費及び一般管理費は横ばい

となり、営業活動において収益を確保するには至らず、全

社として営業損失470,815千円を計上いたしました。

　また、このような状況から企画・販売代理事業における

事業再構築の一環として実施した、本社及び各支店・営業

所の閉鎖及び移転に伴う費用の計上等により、706,716千円

の当期純損失を計上し、その結果平成20年３月期末の純資

産額が147,448千円となり、期首時点の純資産額から著しく

低下しております。その結果、当該状況により継続企業の

前提に重要な疑義が生じております。

　このような状況を受けて、当社グループでは当該状況を

解消すべく事業再構築に向けた施策を実施し、収益構造の

改善を推進しております。

　事業再構築の具体的な内容といたしましては、①事業の

選択と集中により主力事業である企画・販売代理事業の早

期での収益構造改善を目指し、大阪本社への資本及び人材

の集中、事業規模及び戦略に見合った組織・給与・人員体

制への移行を実施、②不動産流動化事業における賃貸保有

不動産のポートフォリオ再構築及び販売用不動産の早期売

却推進による収益の安定化、③前述②における販売用不動

産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化による、財

務体質の健全化及び安定化の推進、④コスト管理の強化及

び固定経費の見直しによる販売管理費の圧縮であります。

　上記の事業再構築に向けた施策を確実に遂行することに

より、早期での収益性改善、資金の安定化が図られ継続企

業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断して

おります。

　なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。
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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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　１社

連結子会社の名称

㈱サプリメントサービス

(1）連結子会社の数　　　　　１社

連結子会社の名称

㈱サプリメントサービス 

 (2）非連結子会社の数　　　　－社 (2）非連結子会社の数　　　　－社

２　持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社又は関連会社がないため、

該当事項はありません。

同左 

３　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 

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　たな卸資産

販売用不動産

　　　　個別法による原価法によっており

ます。

　なお、一部の販売用不動産につい

ては、固定資産の減価償却の方法と

同様の方法により、減価償却を行っ

ております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　たな卸資産

販売用不動産

　　　　　　　　同左

 ②　有価証券

その他有価証券

②　有価証券

その他有価証券

 時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法によっ

ております。 

　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につ

いては、組合契約に規定されてい

る決算報告書に応じて入手可能な

最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。

時価のないもの

　　　　　　　　同左

 ③　デリバティブ

　時価法によっております。

③　デリバティブ

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　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。

　耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

　取得価額が10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、３年間

で均等償却をしております。

(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

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

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。

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアにつ

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
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 (3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　　　社債の償還までの期間にわたり、定

額法により償却しております。なお、

前連結会計年度までに発生した社債発

行費につきましては、３年間で毎期均

等額を償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり、定

額法により償却しております。平成18

年３月31日までに発生した社債発行費

につきましては、３年間で毎期均等額

を償却しております。

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当期末に在籍している従業員に係る支

給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

　親会社は従業員の退職給付に備える

ため、「退職給付会計に関する実務指

針」（会計制度委員会報告第13号）に

定める簡便法に基づき会社規程による

期末自己都合要支給額を計上しており

ます。

③　退職給付引当金

同左

 (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
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項目

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っ

ております。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジの有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条

件を満たす金利スワップを締結してお

ります。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左

 Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本額が一致している。

 

 Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。

 

 Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされる

変動金利のインデックスがTIBORで

一致している。

 

 Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。

 

 Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワッ

プ期間を通して一定である。

 

 　従って、金利スワップの特例処理

の要件を満たしているので有効性の

評価を省略しております。

 

 (7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

部分時価評価法によっております。

同左

６　のれん及び負ののれん償

却に関する事項

　負ののれん償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期投資からなっております。

　　　　　   　　同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は879,989千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

――――――――――

 

（繰延資産の処理方法）

　当連結会計年度より、社債発行費につきましては、「繰

延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会　平成18年８月11日　実務対応報告第19号）を適用

しております。これに伴い、従来３年間もしくは３年以内

に社債償還の期限が到来するときはその期限内で毎期均等

償却しておりましたが、当連結会計年度より、社債の償還

までの期間にわたり、償却（月割償却）しております。

　これにより、当連結会計年度の経常利益、税金等調整前

当期純利益は2,276千円増加しております。

――――――――――

 

――――――――――

 

（固定資産の減価償却方法）

　当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。こ

れによる損益に与える影響は軽微であります。

表示方法の変更

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

―――――――――― （連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「保険解約による

収入」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「保

険解約による収入」は747千円であります。

 

追加情報

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

―――――――――― 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。

①　担保として抵当に供している資産

販売用不動産 3,064,863千円

 

 ①　担保として抵当に供している資産

販売用不動産 4,787,969千円

②　対応する債務 ②　対応する債務

短期借入金 900,000千円

一年内返済予定長期借入金 144,704千円

長期借入金 1,488,417千円

合計 2,533,122千円

短期借入金 702,000千円

一年内返済予定長期借入金 1,961,497千円

長期借入金 1,733,624千円

合計 4,397,121千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――――――― ※１　売上原価

企画不動産販売事業において、翌連結会計年度に損

失が見込まれる可能性がある164,643千円を評価損とし

て計上しております。

※２　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。

※２　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。

給与手当 663,129千円

賞与引当金繰入額 41,943千円

退職給付費用 19,839千円

給与手当 723,191千円

賞与引当金繰入額 30,647千円

退職給付費用 17,535千円

――――――――――  ※３　設立前の会社に対する払込金について、設立の見送

りにより回収可能性を再度検討した結果、回収不能見

込額を計上しております。

※４　固定資産除却損の内容は、建物113千円、工具器具

及び備品644千円であります。

 

※４　固定資産除却損の内容は、工具器具及び備品77千円

であります。

※５　開発中のソフトウエアにおける機能性等の著しい低

下に伴うものであります。

 

――――――――――

―――――――――― ※６　特別退職加算金は、平成20年３月21日付の取締役会

において決議し、平成20年４月８日に確定いたしまし

た希望退職者に対する退職加算金であります。

 

株式会社セイクレスト(8900) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 23 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――――――― ※７　当連結会計年度において、以下のとおり減損損失を

計上いたしました。

①　減損損失を計上した資産グループの概要

場所 用途 種類

大阪市淀川区 本社事務所設備 建物附属設備 

東京都文京区 東京支店事務所設備 建物附属設備 

福岡市中央区 福岡支店事務所設備 建物附属設備 

広島市中区 広島営業所事務所設備 建物附属設備 

②　減損損失の認識に至った経緯

事業再構築の一環として、平成20年３月21日付の

取締役会において、本社及び東京支店の事務所移転

並びに福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖を決議

いたしました。これに伴い、処分を予定している資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（22,398千円）として特別損

失に計上したものであります。

③　減損損失の金額

建物附属設備　　22,398千円

　　 ④　資産のグルーピングの方法

当社グループは、管理会計上の区分であり、独立

してキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でも

ある事業所ごとにグルーピングを行っております。

　なお、処分予定資産については資産の種類ごとに

グルーピングを行っております。

　　 ⑤　回収可能価額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、使用価値及

び正味売却価値により測定しておりますが、移転

又は閉鎖により、将来の使用見込がなく、廃棄を

予定しているため回収可能価額はないものとして

評価しております。

―――――――――― ※８　事務所移転損失は、本社及び東京支店の移転並びに

福岡支店の閉鎖に伴う原状回復費用であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 26,555 53,110 － 79,665

合計 26,555 53,110 － 79,665

自己株式     

普通株式（注） 320 640 － 960

合計 320 640 － 960

 （注）　普通株式の発行済株式及び自己株式の増加株式数は、平成18年10月１日付の株式分割（普通株式１：３）に伴う

ものであります。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 52,470 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 26,287  利益剰余金 334 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

　普通株式 79,665 － － 79,665

合計 79,665 － － 79,665

自己株式     

普通株式 960 － － 960

合計 960 － － 960

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 26,287 334 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日）

現金及び預金勘定 1,511,833千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30,215千円

現金及び現金同等物 1,481,617千円

現金及び預金勘定 266,068千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,200千円

現金及び現金同等物 245,867千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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（借主側）

(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

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（借主側）

(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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び備品 39,814 16,335 23,478

ソフトウエア 5,000 83 4,916

合計 44,814 16,419 28,395

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び備品 39,517 24,256 15,260

ソフトウエア 8,900 1,278 7,621

合計 48,417 25,534 22,882

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9,026千円

１年超 20,206千円

合計 29,233千円

１年以内 9,227千円

１年超 14,563千円

合計 23,790千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(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 8,948千円

減価償却費相当額 8,128千円

支払利息相当額 862千円

支払リース料 10,115千円

減価償却費相当額 9,208千円

支払利息相当額 981千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・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。

 

 

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

１年以内 8,129千円

１年超 14,038千円

合計 22,168千円

１年以内 6,234千円

１年超 7,804千円

合計 14,038千円

３　減損損失

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）

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 47,000

②　投資事業有限責任組合 48,132

合計 95,132

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

21,450 7,950 －

当連結会計年度末（平成20年３月31日現在）

１　時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

①　非上場株式 18,500

②　投資事業有限責任組合 21,823

合計 40,323

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

49,279 － －
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容及び取引の利用目的

　当社の利用しているデリバティブ取引は金利オプショ

ン取引（金利キャップ取引）及び金利スワップ取引であ

ります。

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。

　また、変動金利の借入金の調達資金を固定金利の借入

金の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行って

おり、原則として繰延ヘッジ処理によっております。但

し、金利スワップについては、特例処理を行っておりま

す。

(1）取引の内容及び取引の利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）　　　　（ヘッジ対象）

金利スワップ　　　　　　借入金の利息

 

②　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。

 

③　ヘッジの有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利

スワップを締結しております。

Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が

一致している。

Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期

が一致している。

Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデックスと金利ス

ワップで受払いされる変動金利のインデックス

が、TIBORで一致している。

Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一

致している。

Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワップ期間を通し

て一定である。

　従って、金利スワップの特例処理の要件を満た

しているので有効性の評価を省略しております。

 

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ契約の新規締結の際には、代表取締役及

び経営管理本部長の承認を受けております。またデリバ

ティブ取引の状況については、逐次担当者より経営管理

本部長へ報告され、経営管理本部長より代表取締役に月

次決算資料と共に報告されることになっております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左
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２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

取引の種類 契約額等（千円）
契約額等のうち
１年超（千円）

時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外の取引     

金利オプション取引     

（キャップ取引）     

買建     

コール
100,000

(7）

－

（－） （7） （－）

合計
100,000

(7）

－

（－） （7） （－）

　（注）１　時価の算定方法

金利オプション契約を締結している取引銀行から提示された価格に基づいて算定しております。

２　金利キャップ取引については、契約額の下に連結貸借対照表に計上されたキャップ料を（　）内に記載して

おります。

３　ヘッジ会計の適用されているデリバティブ取引は除いております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。 

 

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　親会社の退職給付制度は、退職一時金のみであり、企

業年金制度は採用しておりません。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

退職給付債務 67,947千円

退職給付引当金 67,947千円

退職給付債務 61,012千円

退職給付引当金 61,012千円

　親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　なお、希望退職募集による退職金及び退職加算金

27,396千円については、未払金に含めて表示しておりま

す。

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 19,839千円

退職給付費用 19,839千円

勤務費用     17,535千円

退職給付費用       17,535千円

　親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。

　なお、上記退職給付費用以外に退職加算金9,336千円

を特別損失に「特別退職加算金」として計上しておりま

す。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　親会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等

について記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

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） （繰延税金資産）

ゴルフ会員権評価損 3,501千円

貸倒引当金 127,133

未払事業税 6,978

賞与引当金 17,045

退職給付引当金 27,612

減価償却費 6,164

固定資産臨時償却費 11,881

その他 3,477

小計 203,793

評価性引当額 △203,793

繰延税金資産合計 －

ゴルフ会員権評価損 3,501千円

貸倒引当金 20,877

賞与引当金 12,454

退職給付引当金 24,794

減価償却費 12,380

たな卸資産評価損 66,907

特別退職加算金 3,793

減損損失 9,102

事務所移転損失 16,580

その他 9,910

小計 180,302

評価性引当額 △180,302

　繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △109

繰延税金負債合計 △109

繰延税金負債の純額 △109

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
22.4 

評価性引当額の減少 △1.1 

住民税均等割 1.3 

その他 △0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
62.4 

税金等調整前当期純損失のため記載しておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

企画・販売

代理事業

（千円）

不動産流動

化事業（千

円）

企画不動産

販売事業

（千円）

人材派遣

事業

（千円）

インテリア

プランニン

グ事業（千

円）

計

（千円）

消去又は

全社（千

円）

連結

（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 738,258 4,108,361 28,942 54,928 42,506 4,972,996 － 4,972,996

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 33,475 5,000 38,475 (38,475) －

計 738,258 4,108,361 28,942 88,404 47,506 5,011,472 (38,475) 4,972,996

営業費用 1,193,998 2,783,378 22,888 87,075 67,332 4,154,672 503,321 4,657,993

営業利益又は営業損失（△） △455,739 1,324,983 6,053 1,329 △19,826 856,799 (541,796) 315,003

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
        

　　資産 308,148 3,203,876 1,754 4,275 3,745 3,521,800 1,731,813 5,253,613

減価償却費 5,235 1,733 89 42 － 7,101 2,388 9,490

資本的支出 8,141 566 141 － 29,238 38,087 8,850 46,938

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

なお、当連結会計年度より新規事業として「企画不動産販売事業」を追加しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等

(3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）インテリアプランニング事業…主に分譲マンション購入者を対象としたインテリア全般の販売

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は、541,796千円であり、その主なものは親会

社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は、1,735,542千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

５　インテリアプランニング事業に係る資本的支出（29,238千円）は、開発中のソフトウエアに関するものであ

りますが、バーションアップ等の理由により稼働時期が遅延する見通しとなり、機能性等の低下が著しいと

判断したため、当連結会計年度において臨時償却しております。　
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

企画・販売

代理事業

（千円）

不動産流動

化事業（千

円）

企画不動産

販売事業

（千円）

人材派遣

事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社（千

円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益         

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 880,777 1,974,355 551,140 24,533 668 3,431,475 － 3,431,475

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 29,969 5,000 34,969 （34,969) －

計 880,777 1,974,355 551,140 54,502 5,668 3,466,444 (34,969) 3,431,475

営業費用 1,124,663 1,363,695 762,632 72,158 19,142 3,342,290 559,999 3,902,290

営業利益又は営業損失（△） △243,885 610,660 △211,491 △17,655 △13,473 124,153 (594,969) △470,815

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
        

　　資産 290,369 4,256,927 691,563 15,113 9,422 5,263,396 444,831 5,708,228

減価償却費 5,082 1,732 204 52 325 7,398 3,139 10,537

減損損失 12,506 1,669 － － － 14,175 8,222 22,398

資本的支出 1,489 105 60 － 8,818 10,473 2,884 13,357

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　当連結会計年度において、既存事業であるインテリアプランニング事業については撤退し、新規事業であ

る不動産広告事業に移管しておりますが、当該事業は重要性が乏しいため「その他事業」として区分してお

ります。なお、当連結会計年度において、その他事業に含まれるインテリアプランニング事業は、売上高27

千円（セグメント間の内部売上5,000千円）、営業費用7,025千円、営業損失△1,997千円、資産－千円、減価

償却費－千円、減損損失－千円、資本的支出－千円であります。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等

(3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）その他事業…主にインターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事業等

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、594,969千円であり、その主なものは親会

社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は、456,545千円であり、その主なものは親会社での余資運

用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

５　減損損失（22,398千円）は、本社及び東京支店の事務所移転、福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖に伴う

ものであります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 11,180円86銭

１株当たり当期純利益 567円54銭

１株当たり純資産額 1,867円56銭

１株当たり当期純損失 8,979円30銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年10月１日付で１株を３株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報に

ついては以下のとおりであります。

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については

１株当たり当期純損失であり、かつ、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額 11,279円99銭

１株当たり当期純利益 4,112円00銭

 （注）　算定上の基礎

 

 　　　　１　１株当たり純資産額

 項目
前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

 連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円） 880,522 147,448

 普通株式に係る純資産額（千円） 879,989 146,986

 　差額の内訳

 　少数株主持分（千円） 532 462

普通株式の発行済株式数 （株） 79,665 79,665

普通株式の自己株式数 （株） 960 960

　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） 
78,705 78,705

　　　　２　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 連結損益計算書上の当期純利益又は

 当期純損失（△）（千円）
44,668 △706,716

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益又は

 当期純損失（△）（千円）
44,668 △706,716

 普通株式の期中平均株式数（株） 78,705 78,705
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　　当社は平成19年４月25日付で1,271,000千円の資金借入

を行っております。当該資金借入の概要は以下のとおりで

あります。

 １　資金使途　　　販売用不動産の購入資金

 ２　借入先の名称　ＳＭＢＣファイナンスサービス

　　　　　　　　　 株式会社

 ３　借入金利　　　長期プライムレート＋1.5％

 ４　借入期限　　　平成19年12月31日返済

 ５　担保提供資産　当該資金借入により取得する販売用不

動産を担保として提供しております。

――――――――――
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第17期

（平成19年３月31日現在）
第18期

（平成20年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   1,488,273   253,741  

２　売掛金   163,045   167,785  

３　販売用不動産 ※１  3,104,090   4,835,363  

４　貯蔵品   523   854  

５　前渡金   653   10,395  

６　前払費用   33,119   22,395  

７　未収還付法人税等   －   31,570  

８　その他   14,628   62,243  

貸倒引当金   △2,250   △50,302  

流動資産合計   4,802,084 91.9  5,334,047 94.2

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  109,694   87,296   

減価償却累計額  17,086 92,608  22,546 64,749  

(2）工具器具及び備品  21,939   22,788   

減価償却累計額  11,671 10,267  12,922 9,865  

(3）土地   17,607   17,607  

有形固定資産合計   120,483 2.3  92,222 1.6

２　無形固定資産        

(1）ソフトウエア   6,512   6,709  

(2）電話加入権   810   810  

無形固定資産合計   7,322 0.1  7,519 0.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   95,132   40,323  

(2）関係会社株式   4,789   17,920  

(3）破産更生債権等   624,268   2,749  

(4）長期前払費用   5,557   3,397  

(5）差入保証金   126,309   142,201  

(6）保険積立金   46,158   3,936  

(7）会員権   9,832   9,832  

(8）その他   1   6,771  

貸倒引当金   △628,550   △7,031  

投資その他の資産合計   283,498 5.5  220,101 3.9

固定資産合計   411,304 7.9  319,843 5.7

Ⅲ　繰延資産        

１　社債発行費   10,560   7,223  

繰延資産合計   10,560 0.2  7,223 0.1

資産合計   5,223,949 100.0  5,661,114 100.0
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第17期

（平成19年３月31日現在）
第18期

（平成20年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　短期借入金 ※１  1,480,001   902,000  

２　一年内返済予定長期
借入金

※１  212,324   1,994,297  

３　一年内償還予定社債   200,000   110,000  

４　未払金   87,463   122,636  

５　未払費用   10,267   9,023  

６　未払法人税等   69,659   －  

７　未払消費税等   －   756  

８　前受金   17,177   32,751  

９　預り金   37,050   41,105  

10　賞与引当金   41,043   28,045  

11  預り保証金   180,125   136,362  

12　その他   －   564  

流動負債合計   2,335,112 44.7  3,377,543 59.7

Ⅱ　固定負債        

１　社債   450,000   340,000  

２　長期借入金 ※１  1,488,417   1,733,624  

３　繰延税金負債   109   －  

４　退職給付引当金   67,947   61,012  

５　その他   200   350  

固定負債合計   2,006,674 38.4  2,134,986 37.7

負債合計   4,341,786 83.1  5,512,529 97.4

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   399,160 7.6  399,160 7.0

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  112,840   112,840   

資本剰余金合計   112,840 2.2  112,840 2.0

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  8,000   8,000   

(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  159   －   

別途積立金  50,000   50,000   

繰越利益剰余金  347,988   △385,428   

利益剰余金合計   406,148 7.8  △327,428 △5.8

４　自己株式   △35,986 △0.7  △35,986 △0.6

株主資本合計   882,162 16.9  148,585 2.6

純資産合計   882,162 16.9  148,585 2.6

負債純資産合計   5,223,949 100.0  5,661,114 100.0
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(2）損益計算書

  
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　受取手数料  677,773   840,064   

２　商品売上高  152   14   

３　不動産流動化事業収入 ※１ 4,084,551   1,974,355   

４　不動産販売高  28,942 4,791,420 100.0 551,011 3,365,445 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　販売手数料  23,011   44,245   

２　商品売上原価  144   11   

３  不動産流動化事業原価  2,590,669   1,185,984   

４　不動産販売原価 ※２ 22,799 2,636,623 55.0 712,287 1,942,529 57.7

売上総利益   2,154,796 45.0  1,422,916 42.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  1,863,629 38.9  1,877,383 55.8

営業利益又は
営業損失（△）

  291,166 6.1  △454,467 △13.5

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  1,304   2,302   

２　保険解約返戻金  747   21,651   

３　保険取扱事務手数料  619   595   

４　雑収入  349 3,021 0.1 255 24,804 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  116,065   149,955   

２　社債利息  4,860   6,082   

３　投資事業組合損失  1,867   7,028   

４　社債発行費償却  2,349   3,336   

５　貸倒引当金繰入額 ※４ －   50,000   

６　支払手数料  76,293   45,577   

７　雑損失  3,855 205,291 4.3 4,556 266,537 7.9

経常利益又は
経常損失（△）

  88,895 1.9  △696,200 △20.7

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  27,845   79,920   

２　投資有価証券売却益  7,950 35,795 0.7 － 79,920 2.4

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※５ 757   77   

２　関係会社株式評価損  4,210   16,868   

３　特別退職加算金 ※６ －   9,336   

４　減損損失 ※７ －   22,398   

５  事務所移転損失 ※８ － 4,968 0.1 40,800 89,480 2.7

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  119,722 2.5  △705,760 △21.0

法人税、住民税及び
事業税

 65,746   1,638   

法人税等調整額  △258 65,488 1.4 △109 1,529 0.0

当期純利益又は
当期純損失（△）

  54,234 1.1  △707,289 △21.0
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不動産流動化事業原価明細書

  
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　不動産仕入高  3,151,139 98.7 2,195,737 97.8

Ⅱ　業務委託費  7,168 0.2 9,088 0.4

Ⅲ　その他  35,051 1.1 39,450 1.8

合計  3,193,359 100.0 2,244,276 100.0

期首販売用不動産  2,501,399  3,104,090  

合計  5,694,759  5,348,366  

期末販売用不動産  3,104,090  4,162,381  

不動産流動化事業原価  2,590,669  1,185,984  

 　　不動産販売原価明細書

  
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　不動産仕入高  22,799 100.0 1,385,269 100.0

合計  22,799 100.0 1,385,269 100.0

期首販売用不動産  －  －  

合計  22,799  1,385,269  

期末販売用不動産  －  672,981  

不動産販売原価  22,799  712,287  
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(3）株主資本等変動計算書

第17期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

 

 純資産

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
利益準備

金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

 別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 914 50,000 345,469 404,383 △35,986 880,397 880,397

事業年度中の変動額           

  特別償却準備金の取崩し 
(注)

   △377  377 ―  ― ―

  特別償却準備金の取崩し    △377  377 ―  ― ―

剰余金の配当(注)      △52,470 △52,470  △52,470 △52,470

当期純利益      54,234 54,234  54,234 54,234

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △755 － 2,519 1,764 － 1,764 1,764

平成19年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 159 50,000 347,988 406,148 △35,986 882,162 882,162

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

第18期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

 

 純資産

合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金
利益準備

金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

特別償却
準備金

 別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 159 50,000 347,988 406,148 △35,986 882,162 882,162

事業年度中の変動額           

  特別償却準備金の取崩し    △159  159 －  － －

剰余金の配当      △26,287 △26,287  △26,287 △26,287

当期純利益      △707,289 △707,289  △707,289 △707,289

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △159 － △733,417 △733,577 － △733,577 △733,577

平成20年３月31日　残高
（千円）

399,160 112,840 8,000 － 50,000 △385,428 △327,428 △35,986 148,585 148,585
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第17期

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

第18期

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

―――――――――― 　当社は当事業年度において、不動産流動化事業における

物件売却のずれ込み等に伴う大幅な売上高の減少、また、

企画・販売代理事業につきましては、継続した販売力強化

策の実施による生産性の向上が見られる等、前事業年度に

比して売上高は増加いたしましたが、全国的な拡大戦略推

進の中、販売費及び一般管理費は横ばいとなり、営業活動

において収益を確保するには至らず、全社として営業損失

454,467千円を計上いたしました。

　また、このような状況から企画・販売代理事業における

事業再構築の一環として実施した、本社及び各支店・営業

所の閉鎖及び移転に伴う費用の計上等により、707,289千円

の当期純損失を計上し、その結果平成20年３月期末の純資

産額が148,585千円となり、期首時点の純資産額から著しく

低下しております。その結果、当該状況により継続企業の

前提に重要な疑義が生じております。

　このような状況を受けて、当社では当該状況を解消すべ

く事業再構築に向けた施策を実施し、収益構造の改善を推

進しております。

　事業再構築の具体的な内容といたしましては、①事業の

選択と集中により主力事業である企画・販売代理事業の早

期での収益構造改善を目指し、大阪本社への資本及び人材

の集中、事業規模及び戦略に見合った組織・給与・人員体

制への移行を実施、②不動産流動化事業における賃貸保有

不動産のポートフォリオ再構築及び販売用不動産の早期売

却推進による収益の安定化、③前述②における販売用不動

産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化による、財

務体質の健全化及び安定化の推進、④コスト管理の強化及

び固定経費の見直しによる販売管理費の圧縮であります。

　上記の事業再構築に向けた施策を確実に遂行することに

より、早期での収益性改善、資金の安定化が図られ継続企

業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断して

おります。

　なお、財務諸表等は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表等には反映し

ておりません。
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重要な会計方針

項目
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっており

ます。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券

 時価のないもの

　　　移動平均法による原価法によってお

ります。 

　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については、

組合契約に規定されている決算報告書

に応じて入手可能な最近の決算書を基

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。

時価のないもの

同左

２　デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法によっております。

デリバティブ

同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

  個別法による原価法によっておりま

す。

　なお、一部の販売用不動産については、

固定資産の減価償却の方法と同様の方法に

より、減価償却を行っております。

販売用不動産

同左

４　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。

　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。

　耐用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

　取得価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、３年間で均

等償却をしております。

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）について

は、定額法によっております。

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウエアについ

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
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項目
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　繰延資産の処理方法 社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり、定額法

により償却しております。なお、前事業年

度までに発生した社債発行費につきまして

は、３年間で毎期均等額を償却しておりま

す。

社債発行費

　社債の償還までの期間にわたり、定額法

により償却しております。なお、平成18年

３月31日までに発生した社債発行費につき

ましては、３年間で毎期均等額を償却して

おります。

６　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、期

末に在籍している従業員に係る支給見込

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針」（会計制

度委員会報告第13号）に定める簡便法に

基づき会社規程による期末自己都合要支

給額を計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

７　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

８　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行っており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件

を満たす金利スワップを締結しておりま

す。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 Ⅰ　金利スワップの想定元本と長期借入

金の元本額が一致している。

 

 Ⅱ　金利スワップと長期借入金の契約期

間及び満期が一致している。

 

株式会社セイクレスト(8900) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 42 －



項目
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 Ⅲ　長期借入金の変動金利のインデック

スと金利スワップで受払いされる変動

金利のインデックスがTIBORで一致し

ている。

 

 Ⅳ　長期借入金と金利スワップの金利改

定条件が一致している。

 

 Ⅴ　金利スワップの受払条件がスワップ

期間を通して一定である。

　従って、金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので有効性の評価

を省略しております。

 

９　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の処理方法

同左

会計処理方法の変更

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

  当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８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。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は882,162千円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

――――――――――

  （繰延資産の処理方法）

　当事業年度より、社債発行費につきましては、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会　平成18年８月11日　実務対応報告第19号）を適用して

おります。これに伴い、従来３年間もしくは３年以内に社

債償還の期限が到来するときはその期限内で毎期均等償却

しておりましたが、当事業年度より、社債の償還までの期

間にわたり、償却（月割償却）しております。

　これにより、当事業年度の経常利益、税引前当期純利益

は2,276千円増加しております。

――――――――――

――――――――――

 

（固定資産の減価償却方法）

 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（損益計算書）

  　保険解約返戻金は営業外収益の100分の10を超えたた

め、区分掲記することにしました。なお、前事業年度は

営業外収益の「雑収入」に225千円含まれております。

――――――――――

追加情報

第17期

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

第18期

（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

―――――――――― 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。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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注記事項

（貸借対照表関係）

第17期
（平成19年３月31日現在）

第18期
（平成20年３月31日現在）

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。

※１　担保資産

　担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。

①　担保として抵当に供している資産

販売用不動産 3,064,863千円

 

 ①　担保として抵当に供している資産

販売用不動産 4,787,969千円

 

②　対応する債務 ②　対応する債務

短期借入金 900,000千円

一年内返済予定長期借入金 144,704千円

長期借入金 1,488,417千円

合計 2,533,122千円

短期借入金 702,000千円

一年内返済予定長期借入金 1,961,497千円

長期借入金 1,733,624千円

合計 4,397,121千円

（損益計算書関係）

第17期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　不動産流動化事業収入は不動産投資事業、アセット

マネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等における収入であります。

※１　　　　　　　　　　同左

 

―――――――――― ※２　売上原価 

企画不動産販売事業において、翌事業年度に損失が

見込まれる可能性がある164,643千円を評価損として計

上しております。

※３　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

※３　販売費及び一般管理費の主なものは次のとおりであ

ります。

役員報酬 160,639千円

給料手当 624,549千円

法定福利費 98,222千円

賞与引当金繰入額 41,043千円

退職給付費用 19,839千円

広告宣伝費 94,580千円

賃借料 113,178千円

支払手数料 158,810千円

減価償却費 7,987千円

役員報酬 150,645千円

給料手当 687,339千円

法定福利費 107,139千円

賞与引当金繰入額    28,045千円

退職給付費用 17,535千円

派遣労務費 96,811千円

旅費交通費 107,587千円

賃借料 123,791千円

支払手数料 124,912千円

減価償却費 8,752千円

おおよその割合 おおよその割合

販売費 72.0％

一般管理費 28.0％

販売費 68.9％

一般管理費 31.1％

―――――――――― ※４　設立前の会社に対する払込金について、設立の見送

りにより回収可能性を再度検討した結果、回収不能見

込額を計上しております。
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第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※５　固定資産除却損の内容は、建物113千円、工具器具

及び備品644千円であります。

※５　固定資産除却損の内容は、工具器具及び備品77千円

であります。

―――――――――― ※６　特別退職加算金は、平成20年３月21日付の取締役会

において決議し、平成20年４月８日に確定いたしまし

た希望退職者に対する退職加算金であります。

―――――――――― ※７　当事業年度において、次の減損損失を計上いたしま

した。

①　減損損失を計上した資産グループの概要

場所 用途 種類

大阪市淀川区 本社事務所設備 建物附属設備 

東京都文京区 東京支店事務所設備 建物附属設備 

福岡市中央区 福岡支店事務所設備 建物附属設備 

広島市中区 広島営業所事務所設備 建物附属設備 

②　減損損失の認識に至った経緯

事業再構築の一環として、平成20年３月21日付の

取締役会において、本社及び東京支店の事務所移転

並びに福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖を決議

いたしました。これに伴い、処分を予定している資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（22,398千円）として特別損

失に計上したものであります。

③　減損損失の金額

建物附属設備　　22,398千円

　　 ④　資産のグルーピングの方法

当社は、管理会計上の区分であり、独立してキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位でもある事業所

ごとにグルーピングを行っております。

　なお、処分予定資産については資産の種類ごとに

グルーピングを行っております。

⑤　回収可能価額の算定方法

当資産グループの回収可能価額は、使用価値及び

正味売却価値により測定しておりますが、移転又は

閉鎖により、将来の使用見込がなく、廃棄を予定し

ているため回収可能価額はないものとして評価して

おります。

―――――――――― ※８　事務所移転損失は、本社及び東京支店の移転並びに

福岡支店の閉鎖に伴う原状回復費用であります。

 

株式会社セイクレスト(8900) 平成 20 年 3 月期決算短信

－ 46 －



（株主資本等変動計算書関係）

第17期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 320 640 － 960

合計 320 640 － 960

 （注）　自己株式の増加株式数は、平成18年10月１日付の株式分割（普通株式１：３）に伴うものであります。

第18期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 960 － － 960

合計 960 － － 960
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（リース取引関係）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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（借主側）

(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

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（借主側）

(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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び
備品

39,814 16,335 23,478

ソフトウエア 5,000 83 4,916

合計 44,814 16,419 28,395

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及び
備品

39,517 24,256 15,260

ソフトウエア 8,900 1,278 7,621

合計 48,417 25,534 22,882

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9,026千円

１年超 20,206千円

合計 29,233千円

１年以内 9,227千円

１年超 14,563千円

合計 23,790千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(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 8,948千円

減価償却費相当額 8,128千円

支払利息相当額 862千円

支払リース料 10,115千円

減価償却費相当額 9,208千円

支払利息相当額 981千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

・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。

 

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料

１年以内 8,129千円

１年超 14,038千円

合計 22,168千円

１年以内 6,234千円

１年超 7,804千円

合計 14,038千円

３　減損損失

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

　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。

当事業年度（平成20年３月31日現在）

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

第17期
（平成19年３月31日現在）

第18期
（平成20年３月31日現在）

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） （繰延税金資産）

ゴルフ会員権評価損 3,501千円

貸倒引当金 127,127

未払事業税 6,413

賞与引当金 16,679

退職給付引当金 27,612

減価償却費 6,164

その他 5,100

小計 192,597

評価性引当額 △192,597

　繰延税金資産合計 －

ゴルフ会員権評価損 3,501千円

貸倒引当金 20,877

賞与引当金 11,396

退職給付引当金 24,794

減価償却費 12,380

販売用不動産評価損 66,907

関係会社株式評価損 8,566

特別退職加算金 3,793

減損損失 9,102

事務所移転損失 16,580

その他 9,786

小計 187,687

評価性引当額 △187,687

　繰延税金資産合計 －

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △109

繰延税金負債合計 △109

繰延税金負債の純額 △109

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

  

法定実効税率 40.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
22.2

 

評価性引当額の減少 △9.4 

住民税均等割 1.2 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負

担税率
54.7

 

税引前当期純損失のため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 11,208円47銭

１株当たり当期純利益 689円09銭

１株当たり純資産額 1,887円87銭

１株当たり当期純損失 8,986円59銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年10月１日付で１株を３株とする株式分

割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報につい

ては以下のとおりであります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、かつ、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

１株当たり純資産額 11,186円04銭

１株当たり当期純利益 4,057円23銭

 　（注）　算定上の基礎

 

 　　　　　１　１株当たり純資産額

項目
第17期

（平成19年３月31日現在）
第18期

（平成20年３月31日現在）

貸借対照表上の純資産の部の合計額

（千円）
882,162 148,585

普通株式に係る純資産額（千円） 882,162 148,585

普通株式の発行済株式数（株） 79,665 79,665

普通株式の自己株式数（株） 960 960

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）
78,705 78,705

 

　　　　　２　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

 項目
第17期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 損益計算書上の当期純利益又は

 当期純損失（△）（千円）
54,234 △707,289

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る当期純利益又は

 当期純損失（△）（千円） 
54,234 △707,289

普通株式の期中平均株式数（株） 78,705 78,705
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（重要な後発事象）

第17期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第18期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　　当社は平成19年４月25日付で1,271,000千円の資金借入

を行っております。当該資金借入の概要は以下のとおり

であります。

 １　資金使途　　　販売用不動産の購入資金

 ２　借入先の名称　ＳＭＢＣファイナンスサービス

　　　　　　　　　 株式会社

 ３　借入金利　　　長期プライムレート＋1.5％

 ４　借入期限　　　平成19年12月31日返済

 ５　担保提供資産　当該資金借入により取得する販売用不

動産を担保としております。 

――――――――――
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