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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 372 ― △98 ― △186 ― △176 ―

20年3月期第1四半期 9,344 ― 260 ― △205 ― 571 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △0.66 ―

20年3月期第1四半期 1.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 16,023 8,004 50.0 △5.27

20年3月期 15,449 8,177 52.9 △4.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,004百万円 20年3月期  8,177百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

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同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 2,400 ― △40 ― △220 ― △230 ― △1.06

通期 10,500 △31.9 690 ― 420 ― 410 ― △0.27

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（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るもの） 

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月14日に発表しました通期連結業績予想に変更はありません。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在にお
いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  471,433,970株 20年3月期  471,433,970株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  967,672株 20年3月期  967,672株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  470,466,298株 20年3月期第1四半期  463,034,032株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格をはじめ原材料価格の上昇および米国のサブプライムローン問題に

端を発する米国経済の減速懸念など、景気の先行きが不透明な状況となってまいりました。

　不動産業界におきましては、サブプライムローン問題の金融市場への影響から、不動産投資減退の動きや土地価格

の下落傾向が見られ、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の下、当第１四半期については、商品物件の販売に向けて積極的な営業活動を図るとともに、保有

物件の賃貸収入アップを図ってまいりました。

　売上高につきましては、旧大阪支店オフィス物件の販売、郡山の宅地分譲、保有物件の賃貸収益を計上しました。

　利益面につきましては、第３四半期以後に大半の売上を計画している関係上、当第１四半期においては売上収益が

販管費をまかないきれず、営業損失、経常損失および四半期純損失を計上しました。

　以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高372百万円（前年同期比8,972百万円減）、営業損失98百万円（前年同

期は260百万円の営業利益）、経常損失186百万円（前年同期は205百万円の経常損失）、四半期純損失176百万円（前

年同期は571百万円の四半期純利益）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、16,023百万円となり、前連結会計年度末に比べて574百万円増加しました。これ

は主に分譲マンションの完成に伴う販売用不動産の増加1,597百万円、現金及び預金の増加339百万円等によりますが、

一方で短期貸付金の回収による減少600百万円、営業出資金の払戻し等による減少449百万円等が減少要因となりまし

た。

　負債は、8,019百万円となり、前連結会計年度に比べて747百万円増加しました。これは主に分譲マンションの完成

に伴い支払手形及び買掛金が1,442百万円増加したことによりますが、一方で営業外支払手形の減少500百万等が減少

要因となりました。

　純資産は、8,004百万円となり、前連結会計年度末に比べて173百万円減少しました。これは主に四半期純損失176百

万円を計上したことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績はほぼ予定通りに推移しており、平成20年５月14日発表の業績予想に変更はありません。

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）

該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。　　

（３）四半期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

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）資本金および資本準備金の額の減少

　平成20年６月25日開催の当社第62回定時株主総会において、資本金および資本準備金の額の減少議案が承認可

決され、平成20年８月１日にその効力が発生いたしました。その要領は、資本金の額30,112,019,900円のうち

25,112,019,900円および資本準備金の額14,907,211,304円の全額を減少し、その他資本剰余金に振替え、増加後

のその他資本剰余金のうち43,118,609,998円を欠損填補に充当しました。なお、資本金の額の減少に際して、発

行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,579 1,240

受取手形及び売掛金 1 1

販売用不動産 11,330 9,733

その他のたな卸資産 0 239

営業出資金 330 779

その他 467 1,010

貸倒引当金 △0 △9

流動資産合計 13,710 12,994

固定資産   

有形固定資産 1,546 1,549

無形固定資産 0 0

投資その他の資産 767 904

固定資産合計 2,313 2,454

資産合計 16,023 15,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,516 74

短期借入金 814 820

1年内返済予定の長期借入金 3,750 3,751

未払法人税等 5 77

引当金 135 164

その他 295 860

流動負債合計 6,517 5,747

固定負債   

社債 762 762

長期借入金 42 50

引当金 1 5

その他 696 705

固定負債合計 1,502 1,523

負債合計 8,019 7,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,112 30,112

資本剰余金 21,784 21,784

利益剰余金 △43,291 △43,118

自己株式 △600 △600

株主資本合計 8,004 8,177

純資産合計 8,004 8,177

負債純資産合計 16,023 15,449



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 372

売上原価 267

売上総利益 104

販売費及び一般管理費 202

営業損失（△） △98

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 1

未払配当金除斥益 5

その他 0

営業外収益合計 14

営業外費用  

支払利息 84

その他 18

営業外費用合計 102

経常損失（△） △186

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11

特別利益合計 11

税金等調整前四半期純損失（△） △175

法人税、住民税及び事業税 0

法人税等合計 0

四半期純損失（△） △176



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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損失（△） △175

減価償却費 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 84

投資有価証券評価損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 0

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,358

営業出資金の増減額（△は増加） 449

仕入債務の増減額（△は減少） 1,442

未払消費税等の増減額（△は減少） △68

営業外支払手形の増減額（△は減少） △500

その他 △173

小計 △299

利息及び配当金の受取額 8

利息の支払額 △82

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △378

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 △7

貸付金の回収による収入 600

その他 17

投資活動によるキャッシュ・フロー 610

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） △5

長期借入金の返済による支出 △8

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216

現金及び現金同等物の期首残高 1,117

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 123

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,457



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　　当社グループは不動産事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　　海外売上がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 9,344

Ⅱ　売上原価 8,517

　売上総利益 827

Ⅲ　販売費及び一般管理費 566

　営業利益 260

Ⅳ　営業外収益 47

Ⅴ　営業外費用 513

　経常損失 205

Ⅵ　特別利益　 781

Ⅶ　特別損失 3

　税金等調整前四半期純利益 572

　税金費用 0

　四半期純利益 571

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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 572

　減価償却費　 15

　のれん償却額　 14

　受取利息及び受取配当金　 △2

　支払利息　 432

　売上債権の減少額（△増加額）　 2

　たな卸資産の減少額（△増加額） 22,134

　仕入債務の増加額（△減少額）　 △785

　その他 △363

小計 22,020

　利息及び配当金の受取額　 1

　利息の支払額　 △414

　法人税等の支払額 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,607

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の預入れによる支出　 △94

　定期預金の払戻しによる収入　 25

　投資有価証券の取得による支出　 △2

　投資有価証券の売却による収入　 40

　投資有価証券の払戻しによる収入 112

　貸付による支出　 △188

　貸付金の回収による収入 0

　その他　　 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △106

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純増加額（△減少額）　 △22,627

　長期借入れによる収入　 181

　長期借入金の返済による支出　 △311

　株式の発行による収入 1,352

　配当金の支払額　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,405

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 94

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 981

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,076

－ 2 －
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