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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 6,939 ― △2,603 ― △2,734 ― △2,710 ―
20年3月期第1四半期 2,598 △13.7 △285 ― △299 ― △177 ―

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 △10,950.00 ―
20年3月期第1四半期 △702.16 ―

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 15,464 2,489 16.1 10,052.53
20年3月期 23,583 5,410 22.9 21,842.12

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  2,487百万円 20年3月期  5,405百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 85.00 85.00

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 10,835 △4.6 △1,725 ― △1,285 ― △1,520 ― △6,141.66
通期 34,925 65.8 335 ― 870 ― 625 ― 2,525.35

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  有  

(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） 

(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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で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予想数
値と異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。 
3．本四半期決算短信の内容については、監査法人のレビューが完了しておりません。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 255,191株 20年3月期 255,191株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 7,701株 20年3月期 7,701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 247,490株 20年3月期第1四半期 253,246株
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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１四半期における国内経済は、米国サブプライムローンに端を発した金融市場の混乱や原油価格の高騰などに

より、企業収益や個人消費が伸び悩み、依然厳しい状況で推移いたしました。

　マンション業界におきましては、平成19年6月20日施行の改正建築基準法における建築確認審査が厳格化されたこと

に伴う建築着工の遅れは一段落したものの、土地・建築費等のコスト上昇によるマンション価格の高騰等が要因とな

り、お客様の購入意欲が減退している状況が依然続いております。こうした業界環境の中で、2008年(１月～6月)の首

都圏での発売戸数は21,547戸(前年同期比23.8％減)、東京23区においても同35.9％減となっており、2008年(7～12月)

の首都圏発売戸数は27,400戸(同16.3％減)、2008年(1～12月)の年間では首都圏発売戸数は4万9千戸と1993年以来の低

水準となる見込みであります。（不動産経済研究所）

　このような事業環境の下、当社は、前連結会計年度に竣工した武蔵藤沢、町田、桐生の3物件の完成在庫の販売及び

不動産流動化物件の早期売却に全社をあげて取り組んで参りました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売上高6,939,755千円（前年同期比167.0％増）、営業

損失2,603,383千円（前年同期営業損失285,688千円）、経常損失2,734,967千円（前年同期経常損失299,771千円)、四

半期純損失2,710,016千円（前年同期当期純損失177,817千円）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　マンション分譲事業におきましては、武蔵藤沢、町田、桐生の3物件を中心に、完成在庫数237戸のうち183戸の

　引渡を完了し売上計上いたしました。なお、未引渡しの54戸についても現時点で全戸契約済となっております。

　　この結果、売上高は4,548,174千円、営業損失は1,419,104千円となりました。

②　不動産流動化事業におきましては前連結会計年度に流動用不動産に計上しておりました６物件のうち、田端、甲

　府昭和、小石川の３物件の販売を完了し売上計上いたしました。

　　この結果、売上高は1,926,984千円、営業損失は956,157千円となりました。

③　その他の事業におきましては、設計変更工事・オプション商品販売、リフォーム工事、不動産の仲介・販売等及

　びマンションの管理業務、有料老人ホームの運営、キッチンウエア等の販売等でほぼ計画どおりの実績を挙げてお

　ります。

　　この結果、売上高は477,032千円、営業損失は72,142千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

 ①　資産、負債、純資産の状況

　当第１四半期末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて8,118,914千円減少して15,464,760千円となり

ました。これは前連結会計年度に竣工いたしましたマンションの完成在庫183戸を当第１四半期会計期間に販売した

ことが主因であります。

　当第１四半期末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ5,197,353千円減少し12,975,615千円となりまし

た。これは長期借入金、短期借入金、支払手形及び買掛金の減少があったこと等によるものであります。純資産につ

きましては、利益剰余金が2,710,016千円減少したこと等により当第１四半期における純資産は2,489,145千円となり、

自己資本比率は16.1％となりました。

 ②　キャッシュ・フローの状況

 　当第１四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失2,734,967

千円となったこと及び借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて272,649千円減少し、当第１四半期末には

390,755千円となりました。各活動別の主な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・フローにつきましては、4,394,390千円の収入となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失が2,734,967千円、たな卸資産の減少が7,522,252千円、売上債権の減少が241,515千円、前受金の増加

が201,620千円、仕入債務の減少が1,254,530千円あったこと等によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、65,898千円の支出となりました。これは主として出資金の収

入が46,300千円、貸付金の支出が60,200千円、固定資産の取得の支払いが45,723千円及び介護事業の新規開設の保証

金の支払が213,335千円あったこと等によるものであります

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4,588,928千円の支出となりました。これは、短期借入金及

び長期借入金の返済が7,438,427千円、短期借入金の借入が2,849,849千円あったこと等によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、企業収益も減少するなど足踏み状態が続いており、米国経済の景気後退懸念や原油

価格の動向等により、先行きは依然厳しい状況が予想されます。

　当社では、今年度、新規物件としてファミリータイプマンション２棟を販売するほか、多様化するお客様の様々な

ニーズにお応えできるよう、都心での単身者及びDINKS向けの物件として新たにコンパクトマンションをラインナップ

に加えて供給を行って参ります。

　業績予想につきましては、現時点では、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想と変更はございません。

 

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

　固定資産の減価償却費の算定方法

　　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算作成しているため、当該予算に基づく年

間償却額を期間按分して算定しております。

（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

　　①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　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」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日

　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。

　　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日

　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として、個別原価法（貸借対照表価格については収益性の

低下に基づく簿価の切下げの方法）により算定しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ833,162千円増加しております。

　　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社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５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。

　なお、これによる影響はありません。

　　④「リース取引に関する会計基準」の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針16

号（平成６年１月18日（日本会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以

後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日が当連結会計年度開始前の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、引き続き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。
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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：千円）

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 433,913 737,020

売掛金 208,299 453,540

販売用不動産 1,244,952 6,586,316

流動用不動産 2,362,000 6,144,253

仕掛販売用不動産 6,496,806 4,917,959

仕掛流動用不動産 107,539 107,141

繰延税金資産 55,164 33,660

前払費用 140,135 91,898

前渡金 2,511,438 2,741,527

短期貸付金 60,200 －

その他 251,482 224,807

流動資産合計 13,871,932 22,038,126

固定資産   

有形固定資産   

建物 233,800 225,200

減価償却累計額 △50,833 △40,382

建物（純額） 182,967 184,818

土地 905 905

その他 145,189 75,071

減価償却累計額 △19,391 △13,550

その他（純額） 125,797 61,521

有形固定資産合計 309,669 247,245

無形固定資産   

その他 164,919 169,198

無形固定資産合計 164,919 169,198

投資その他の資産   

投資有価証券 9,704 9,311

繰延税金資産 21,207 15,444

その他 1,091,476 1,110,018

貸倒引当金 △4,150 △5,669

投資その他の資産合計 1,118,239 1,129,105

固定資産合計 1,592,828 1,545,548

資産合計 15,464,760 23,583,675
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,490,224 2,744,754

短期借入金 3,549,922 6,663,500

1年内償還予定の社債 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 2,391,000 3,389,000

未払法人税等 6,294 14,234

賞与引当金 124,433 83,181

前受金 239,248 64,677

その他 956,105 669,590

流動負債合計 9,357,227 14,228,938

固定負債   

長期借入金 2,449,000 2,926,000

退職給付引当金 43,293 35,673

役員退職慰労引当金 144,602 115,981

その他 981,492 866,376

固定負債合計 3,618,387 3,944,030

負債合計 12,975,615 18,172,969

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,772,602 1,772,602

資本剰余金 1,700,210 1,700,210

利益剰余金 △387,072 2,322,944

自己株式 △369,138 △369,138

株主資本合計 2,716,601 5,426,618

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △434 △667

為替換算調整勘定 △228,267 △20,244

評価・換算差額等合計 △228,701 △20,911

少数株主持分 1,245 5,000

純資産合計 2,489,145 5,410,706

負債純資産合計 15,464,760 23,583,675
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 6,939,755

売上原価 8,447,691

売上総損失（△） △1,507,936

販売費及び一般管理費 1,095,447

営業損失（△） △2,603,383

営業外収益  

受取利息 1,035

解約没収金 8,999

受取家賃 6,187

保険解約返戻金 7,333

受取配当金 90

その他 6,941

営業外収益合計 30,586

営業外費用  

支払利息 86,432

支払手数料 51,785

その他 23,951

営業外費用合計 162,169

経常損失（△） △2,734,967

税金等調整前四半期純損失（△） △2,734,967

法人税、住民税及び事業税 2,476

法人税等調整額 27,427

法人税等合計 △24,950

四半期純損失（△） △2,710,016
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △2,734,967

減価償却費 17,913

のれん償却額 3,990

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,251

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,519

受取利息及び受取配当金 △1,125

支払利息 86,432

支払手数料 51,785

売上債権の増減額（△は増加） 241,515

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,522,252

仕入債務の増減額（△は減少） △1,254,530

前払費用の増減額（△は増加） △40,810

前受金の増減額（△は減少） 201,620

長期預り金の増減額（△は減少） 96,757

未払消費税等の増減額（△は減少） 129,827

その他 91,505

小計 4,488,141

利息及び配当金の受取額 921

利息の支払額 △86,234

法人税等の支払額 △8,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,394,390

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,800

定期預金の払戻による収入 40,907

有形固定資産の取得による支出 △44,383

無形固定資産の取得による支出 △1,340

貸付けによる支出 △60,200

貸付金の回収による収入 382

出資金の回収による収入 46,300

敷金及び保証金の差入による支出 △213,335

敷金及び保証金の回収による収入 34,127

その他 142,442

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,898
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,849,849

短期借入金の返済による支出 △5,963,427

長期借入金の返済による支出 △1,475,000

配当金の支払額 △350

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,588,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272,649

現金及び現金同等物の期首残高 663,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 390,755
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（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度に442,782千円の営業損失及び690,691千円の経常損失、並びに862,622千円の

当期純損失を計上し、当第１四半期連結会計期間においても2,603,383千円の営業損失及び2,734,967千円の経常

損失、並びに2,710,016千円の四半期純損失を計上するに至りました。

　これらの主な理由といたしましては、当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末の完成在庫及び

流動用不動産の販売活動を集中的に行ってまいりましたが、早期売却を優先したため利益を確保することができ

なかったこと、また平成20年６月30日現在での未引渡し住戸及び販売予定の流動用不動産について評価損833,162

千円を計上したことによります。

　また、中国の子会社大連日創置業が関与するマンション事業は平成19年秋から販売開始の予定でしたが、現地

の法改正により平成20年５月に延期となり、さらに当初計画に対し増床による変更後の販売許可の取得も遅延し

たため、ようやく平成20年８月より販売が可能となりました。これにより予定していた資金の回収につき遅れを

生じることになりました。

　さらに、一部の建築会社に対する営業債務につき平成20年７月末日約定決済のところ、572,750千円を８月から

10月までの分割払いとすることで合意しました。

　当社グループでは、一般的に金融機関の不動産業界に対する融資姿勢が厳格化していく中において、このよう

に厳しい資金繰りを余儀なくされております。

　上記の状況により、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況が存在しております。

　当該状況を解消すべく、当社グループでは平成20年５月15日に発表した「平成21年３月期の事業戦略とその目

的について（以下「事業戦略」という）に記載している施策を実施することにより、収益体質への転換と財務体

質の改善を推進してまいります。

　「事業戦略」で揚げたたな卸し資産の売却につきましては、前連結会計年度に未引渡しでありました237戸のう

ち当第１四半期会計期間末までに183戸が引渡済みとなりました。また流動用不動産の土地も前連結会計年度所有

の６物件のうち３物件が売却済みとなりました。

　主力事業であるマンション分譲事業において今後は、都心部におけるコンパクトマンションの開発・分譲と仕

入れの実施、人気沿線及びターミナル駅の、駅から徒歩10分未満のファミリーマンションの仕入れの拡充、買取

再販事業の取組みを展開してまいります。

　平成20年７月には、シーズライフケア株式会社及びシーズコミュニティ株式会社の子会社２社を売却した他、

パントリーマジックジャパン株式会社についても平成20年10月に会社を清算する予定であり、事業展開の見直し

とスリム化に努めております。

　その他、急務であります財務体質の改善については、今年度の新規分譲マンションの完売、不動産流動化事業

として現在進行中の都心部一等地の大型案件の事業化、中国の子会社大連日創置業が関与するマンション事業の

販売代金回収による投下資本の回収などによるキャッシュ・フローの改善および様々な形での資金調達を進めて

まいります。

　前連結会計年度末の在庫物件の処理を進めたことで、有利子負債については前連結会計年度末比4,588,577千円、

負債総額については前連結会計年度末比5,197,353千円それぞれ減少しました。当社グループとしては、不動産市

況の下落に早期に対応することでスリム化することにより、新たな収益機会を得る体制が整ったと考えておりま

す。今後、「事業戦略」を確実に実行して早期の収益改善及び資金の安定化を図ることにより、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、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表に反映しておりません。
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（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）

マンション
分譲事業
（千円）

不動産流
動化事業
（千円）

その他
の事業
 （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
4,548,174 1,926,984 464,596 6,939,755 － 6,939,755

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 12,436 12,436 △12,436 －

計 4,548,174 1,926,984 477,032 6,952,191 △12,436 6,939,755

営業利益又は営業損

失(△)

△

1,419,104
△956,157 △72,142

△

2,447,404
△155,979

△

2,603,383

　（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分につきましては、事業区分を勘案して区分しております。

　各事業の主な内容は次のとおりであります。

　　マンション分譲事業・・・分譲マンションを開発・販売する事業

　　不動産流動化事業・・・・マンション・土地を仕入れ、賃付け等によりバリューアップして販売する

                            事業、不動産の転売事業

　　その他の事業・・・・・・マンション管理事業、設計変更工事、住居のオプション商品の販売、リフ

                            ォーム事業、不動産仲介等の不動産流通事業、訪問介護事業及び有料老人

　　　　　　　　　　　　　　ホームを運営する事業、介護用品の販売・レンタル事業、ロハス関連商品

　　　　　　　　　　　　　　の販売及びパントリーマジックブランドのキッチンウェア商品の店舗販売 

　　　　２．事業区分の方法の変更

　事業区分につきましては、従来、事業の種類、性質の類似性の観点から４区分としておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より、戦略的に注力する事業を見直し、「介護事業」及び「物販事業」を「その他事

業」に統合して表示することに変更いたしました。

　　　　３．会計処理方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、マンション分譲事業で157,858千円、不動産流動化

事業で675,303千円それぞれ増加しております。
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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）

日本
（千円）

アジア 
（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 6,920,426 19,328 6,939,755 － 6,939,755

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 6,920,426 19,328 6,939,755 － 6,939,755

 営業利益 △2,452,746 3,589 △2,449,156 △154,226 △2,603,383

　　　（注）１.　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　アジア・・・中国

　　　　　　３．会計処理方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「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１四半期連結会計期間より　

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が、日本において833,162千円増加しており

ます。

 

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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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　　（７）重要な後発事象

  （連結子会社株式の売却）

１　当社は平成20年７月30日開催の取締役会において、連結子会社であるシーズコミュニティ㈱の株式を㈱ライ

フサポート西洋へ譲渡することを決議し、同日付けで売却いたしました。

（１）売却の理由

　当社は財務体質の改善を達成すべく、完成在庫の早期完売を始めとした棚卸し資産のスリム化及びに各事業の

収益性の見直し、戦略的事業の再編等を行っており、その一環として子会社株式を売却するものであります。

（２）株式譲渡先

　商号：㈱ライフサポート西洋

　代表者：本郷純一

　所在地：東京都千代田区九段南二丁目４番16号

　事業内容：マンション管理業、ビル管理業、清掃業、修繕工事の請負業等

　設立：平成元年７月１日

　資本金：50百万円

（３）株式譲渡日

　　平成20年７月30日

（４）当該子会社の概要

　商号：シーズコミュニティ㈱

　代表者：平田秀雄

　所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番２号

　事業内容：マンション管理業

　設立：平成14年５月１日

　資本金：40百万円

（５）譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡後の持分比率

　譲渡株式数：800株

　譲渡金額：250百万円

　譲渡後の持分比率：０％

２　当社は平成20年７月30日開催の取締役会において、連結子会社であるシーズライフケア㈱の株式をアントケア

ホールディングス㈱へ譲渡することを決議し、平成20年７月31日に売却いたしました。

（１）売却の理由

　当社は財務体質の改善を達成すべく、完成在庫の早期完売を始めとした棚卸し資産のスリム化及びに各事業の

収益性の見直し、戦略的事業の再編等を行っており、その一環として子会社株式を売却するものであります。

（２）株式譲渡先

　商号：アントケアホールディングス㈱

　代表者：東明浩

　所在地：東京都中央区京橋二丁目17番３号

　事業内容：グループ経営戦略の策定・推進、経営監査、経営管理

　設立：平成18年５月２日

　資本金：645百万円

（３）株式譲渡日

　　平成20年７月31日

（４）当該子会社の概要

　商号：シーズライフケア㈱

　代表者：昆野仁

　所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番２号

　事業内容：有料老人ホーム、高齢者住宅の運営及び在宅介護

　設立：平成15年７月23日

　資本金：235百万円

（５）譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡後の持分比率

　譲渡株式数：8,600株

　譲渡金額：580百万円

　譲渡後の持分比率：０％
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３　当社は平成20年８月11日開催の取締役会において、連結子会社であるパントリーマジックジャパン㈱を解散し、

本年10月を目処に清算することを決議いたしました。

（１）解散及び清算の理由

　パントリーマジックジャパン株式会社は、キッチンウエアの販売を主として店舗での営業活動を行ってまいり

ましたが、今般、各事業の収益性の見直し、戦略的事業の再編等を行っており、その一環として店舗を閉鎖し、

同社を解散することといたしました。

（２）当該子会社の概要

　所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番２号

　代表者：代表取締役社長　幸　寿

　事業内容：キッチンウエアの販売

　資本金：平成18年５月２日

　資本金：645百万円

（３）解散及び清算の日程（予定）

　　平成20年８月11日　　当該連結子会社臨時株主総会にて解散決議

　　平成20年10月末日まで　清算終了
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６.生産、受注及び販売の状況

(1）契約実績

当第１四半期連結会計期間の分譲マンション事業の契約実績及び契約繰越残高は次のとおりであります。

区分

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

契約高 契約繰越残高

戸数

（戸）

金額

（千円）

戸数

（戸）

金額

（千円）

マンション分譲 183
4,346,82

9
44

1,092,48

0

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　金額は販売価額によっております。

(2）販売実績

　当第１四半期連結累計期間の販売実績は次のとおりであります。

区分

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

戸数（戸） 金額（千円）

マンション分譲事業 183 4,548,174

不動産流動化事業 － 1,926,984

その他 － 464,596

合計 183 6,939,755

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２　セグメント間の取引については相殺消去しております。
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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（千円）

Ⅰ　売上高 2,598,883

Ⅱ　売上原価 1,955,901

売上総利益 642,982

Ⅲ　販売費及び一般管理費 928,670

営業損失（△） △285,688

Ⅳ　営業外収益 76,702

　受取利息 13

　解約没収金 6,765

　工事訴訟和解金 30,000

　物件開発補助金 20,000

　その他 19,924

Ⅴ　営業外費用 90,784

　支払利息 64,326

　支払手数料 9,098

　その他 17,360

経常損失（△） △299,771

Ⅵ　特別利益 8,037

　前期損益修正益 7,995

　固定資産売却益 42

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純損失 △291,733

法人税、住民税及び事業税 2,493

法人税等調整額 116,375

少数株主損失 33

四半期純利益 △177,817
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（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（千円）

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損失 △286,766

　減価償却費 16,415

賞与引当金の減少額（△） △33,093

　退職給付引当金の増加額 2,667

役員退職慰労引当金の増加額 6,942

受取利息 △13

支払利息 64,326

支払手数料 9,098

固定資産売却益 △42

売上債権の減少額 572,013

たな卸資産の増加額 △6,253,498

仕入債務の増加額 234,443

前払費用の減少額 37,716

前受金の増加額 366,859

長期預り金の増加額 224,063

未払消費税等の減少額 △16,027

その他 △1,250,577

小計 △6,305,474

　利息及び配当金の受取額 13

　利息の支払額 △85,295

　法人税等の支払額 △1,071,349

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△7,462,106
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

定期預金積立金の預入による
支出

△378,800

定期預金の払戻による収入 10,800

投資有価証券の取得による支出 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △21,174

有形固定資産の売却による収入 159

無形固定資産の取得による支出 △161,748

貸付金の回収による収入 1,000

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△551,763

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入れによる収入 4,400,000

短期借入金の返済による支出 △1,126,000

長期借入れによる収入 817,000

長期借入金の返済による支出 △195,000

自己株式の取得による支出 △249,334

配当金の支払額 △316,669

その他財務活動による支出 △8,430

財務活動によるキャッシュ・
フロー

3,321,564

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額）

△4,692,305

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

8,540,062

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期
末残高

3,847,756
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