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（追加・修正）「平成 20 年 3 月期決算短信」の一部追加、修正及び 

継続企業の前提に関する注記の一部修正について 

 

平成 20 年 5月 23 日に発表いたしました「平成 20 年 3月期決算短信」において、一部追加・修正すべき事項

がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、修正箇所には、  線を付して表示しております。 

記 

（1）修正理由 

①（次期の見通し）について、記載がなされていなかったため。  

②「（4）事業等のリスク」について、（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）に関するリス

クが追加されたため。 

③（税効果関係）について、「繰越欠損金」項目の記載がなされていなかったため。 

④（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）について、当初発表いたしました内容につき、

現在までに事業再構築に向けた一部施策が進行し、その内容に関して記載内容との間に修正の必要となり

ました。これら事項は、より具体的な事業再構築に係る施策の内容に加えて、現在までに発生した事実を

早期に反映することが目的であり、当社監査法人と協議を重ねた結果、修正を行うことといたしました。

なお、この修正に伴う連結財務諸表及び財務諸表等に対する影響はありません。 
 

（2）一部追加事項として 

①「平成 20 年 3月期決算短信」3ページ 

「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」の末尾に追加 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融信用収縮、またアメリ

カ経済の減速懸念等に加え、国内景気におきましては、原油・原材料価格の高騰に伴った物価の上昇による

一般消費の減退等により、先行きに対して不透明感が更に増すものと思われます。 

このような経済環境の下、不動産業界におきましては、金融機関の融資姿勢の厳格化もあり間接金融によ

る資金調達が難しく、不動産の流動性が著しく低下する等、依然として厳しい状況は継続するものと思われ

ます。 

また、マンション市場におきましても、マンション価格の高騰に対す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、徐々に健全な取引数値
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へと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。また、当期における新規物件の

受託活動は前期に比して増加いたしましたので、次期以降の販売計画は堅調に推移するものと思われます。

これらにより、収益の最大化を目指すと共に計画通りの販売活動を推進し、早期での収益性の改善を図って

まいります。 

不動産流動化事業におきましては、依然として金融機関の融資姿勢には懸念がもたれますが、他方、価格

調整のなされた有用な土地、物件等の放出の増加が予想されます。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」を活かし、保有不動産のポートフォリオ再構築を進行し、

現状物件の売却による有利子負債の圧縮、また有益な賃貸収入物件等の取得を進めてまいります。 

企画不動産販売事業におきましては、デベロッパー各社の販売用マンション在庫が増加する中、その処理

方法の一端として、ブロックによる安価での放出等も考えられます。これらを、不動産流動化事業にて蓄積

した物件の選別ノウハウを活かしながら取得し、高収益化を図ってまいります。 

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。 

これらを勘案した各セグメント別の予想売上高は、企画・販売代理事業において 849 百万円、不動産流動

化事業において 4,243 百万円、企画不動産販売事業において 1,567 百万円、その他事業において 292 百万円

をそれぞれ予定しております。 

以上の結果、平成 21 年 3月期の当社グループの売上高は、6,922 百万円、営業利益 174 百万円、経常利

益は 13 百万円となり、当期純利益は同 13 百万円を予定しております。 

 

 

②「平成 20 年 3月期決算短信」5ページ 

「（4）事業等のリスク」の末尾に追加 

⑩継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する注記について 

当社グループには、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」が生じております。これは、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・販売代理事業につい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、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、当社グループとして営業損失470,815千円を計上いたしました。    

また、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

に伴う費用の先行計上等により 706,716 千円の当期純損失を計上し、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。 

 このような状況の中、平成 20 年５月末日を返済期日としていた借入金 88,400 千円について、前述「本社及

び各支店・営業所の閉鎖及び移転」に伴う一時的な支出の増加等から、支払を遅延しておりましたが、定期預

金の解約等により、平成 20 年６月中に返済し延滞状況を解消しております。しかしながら、不動産流動化事業

における物件担保による一年内返済予定長期借入金1,812,778千円の返済が平成20年９月末日に予定されてお

り、物件の売却等による資金の確保又は借換の実施等が行えなかった場合、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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「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載してますとおり、当該状況の解消を図るべ

く当社グループとして対策を講じてまいりますが、これらの対策が計画通りに進捗しなかった場合、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）修正事項について 

 

①「平成 20 年 3月期決算短信」30 ページ 

（税効果関係） 

【修正前】当連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

【修正後】当連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

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 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 －  

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 

繰越欠損金 282,085

その他 9,910 

小計 462,387

評価性引当額 △462,387

繰延税金資産合計 － 
 

 

 

②「平成 20 年 3月期決算短信」49 ページ 

（税効果関係） 

【修正前】当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

【修正後】当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

 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 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 

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 
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【修正前】当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

【修正後】当事業年度 

（平成 20 年３月 31 日現在） 

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           －  

特別退職加算金 3,793 

減損損失 9,102 

事務所移転損失 16,580 

繰越欠損金 282,085

その他 9,786 

小計 469,772

評価性引当額 △469,772

繰延税金資産合計           － 
 

 

（4）継続企業の前提に関する注記の一部修正について 

 
①「平成 20 年 3月期決算短信」18 ページ 

【修正後】（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

 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・販売代理事業につい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、

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、当社グループとして営業損失 470,815 千円を計上

いたしました。また、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先行計上等により 706,716 千円の当期純損失を計上し、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。 

 このような状況の中、平成 20 年５月末日を返済期日としていた借入金 88,400 千円について、前述「本社及び

各支店・営業所の閉鎖及び移転」に伴う一時的な支出の増加等から、支払を遅延しておりましたが、定期預金の

解約等により、平成 20 年６月中に返済し延滞状況を解消しております。しかしながら、不動産流動化事業におけ

る物件担保による一年内返済予定長期借入金 1,812,778 千円の返済が平成 20 年９月末日に予定されており、物件

の売却等による資金の確保又は借換の実施等が行えなかった場合、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。 

 これらの結果、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、収益及

び財務構造の改善を推進しております。 

 事業再構築と当該状況を解消する具体的な内容として、下記の施策を展開してまいります。 

① 事業の選択と集中 

 主力事業である企画・販売代理事業における早期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・人員体制への移行によるコスト管理の強化と固定経費及び販売管理費

の圧縮を図ってまいります。 

 また、昨今の不動産不況の中で、デベロッパー各社は販売用マンション在庫の増加と、その早期処理が課題と

なっており、当社の人員をより有効活用して企画・販売代理事業の効率性の向上と人件費における収益率の改善

を図ってまいります。 

 加えて、少額投資による回転率の高い事業である住宅流通事業における戸建分譲事業の積極展開は、当社の現

状の資金繰りにおいて短期で投資と回収を図ることができ、マンション販売代理事業との補完性を追及し、収益

の改善を図ってまいります。 
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②不動産流動化事業の資金化 

当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による収益の安定化と借入金返済による財務体質の改善、特に、

当社の大型開発プロジェクトを来期中に売却もしくは不動産市況に応じた金融機関との協調による保有継続、又

はアライアンスの強化を通じた共同開発等により、更なる価値の向上を図ってまいります。 

③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 

 保有している販売用不動産の売却等による保有資産のオフバランス化とその資金化による収益の安定化と借入

金返済による財務体質の改善を図ってまいります。 

④財務戦略による資金調達 

 新規ファイナンスによる資金調達の実施を図ってまいります。早期にさまざまな資金調達方法により資金の調

達を実施し、借入金の返済や運転資金への充当、そして純資産の改善を図ってまいります。 

 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、早期の収益性改善と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。 

 

【修正前】（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

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。 

 
②「平成 20 年 3月期決算短信」40 ページ 

【修正後】（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

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・販売代理事業につい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、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、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先
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行計上等により 707,289 千円の当期純損失を計上し、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。 

 このような状況の中、平成 20 年５月末日を返済期日としていた借入金 88,400 千円について、前述「本社及び

各支店・営業所の閉鎖及び移転」に伴う一時的な支出の増加等から、支払を遅延しておりましたが、定期預金の

解約等により、平成 20 年６月中に返済し延滞状況を解消しております。しかしながら、不動産流動化事業におけ

る物件担保による一年内返済予定長期借入金 1,812,778 千円の返済が平成 20 年９月末日に予定されており、物件

の売却等による資金の確保又は借換の実施等が行えなかった場合、当社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。 

 これらの結果、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、収益及び財務構

造の改善を推進しております。 

 事業再構築と当該状況を解消する具体的な内容として、下記の施策を展開してまいります。 

①事業の選択と集中 

 主力事業である企画・販売代理事業における早期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・人員体制への移行によるコスト管理の強化と固定経費及び販売管理費

の圧縮を図ってまいります。 

 また、昨今の不動産不況の中で、デベロッパー各社は販売用マンション在庫の増加と、その早期処理が課題と

なっており、当社の人員をより有効活用して企画・販売代理事業の効率性の向上と人件費における収益率の改善

を図ってまいります。 

 加えて、少額投資による回転率の高い事業である住宅流通事業における戸建分譲事業の積極展開は、当社の現

状の資金繰りにおいて短期で投資と回収を図ることができ、マンション販売代理事業との補完性を追及し、収益

の改善を図ってまいります。 

②不動産流動化事業の資金化 

 当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による収益の安定化と借入金返済による財務体質の改善、特に、

当社の大型開発プロジェクトを来期中に売却もしくは不動産市況に応じた金融機関との協調による保有継続、又

はアライアンスの強化を通じた共同開発等により、更なる価値の向上を図ってまいります。 

③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 

 保有している販売用不動産の売却等による保有資産のオフバランス化とその資金化による収益の安定化と借入

金返済による財務体質の改善を図ってまいります。 

④財務戦略による資金調達 

 新規ファイナンスによる資金調達の実施を図ってまいります。早期にさまざまな資金調達方法により資金の調

達を実施し、借入金の返済や運転資金への充当、そして純資産の改善を図ってまいります。 

 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、早期の収益性改善と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。 

 

 

【修正前】（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

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

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
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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、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。 

以 上 
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