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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 211 ― △397 ― △645 ― △734 ―

20年3月期第1四半期 146 △49.4 △648 ― △663 ― △552 ―

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 △11.85 ―

20年3月期第1四半期 △29.51 ―

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 2,020 1,419 66.2 19.98
20年3月期 1,414 759 46.7 11.66

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,337百万円 20年3月期  1,971百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 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 495 ― △1,059 ― △1,066 ― △1,113 ― △16.07

通期 1,165 40.8 △1,637 ― △1,650 ― △1,745 ― △23.61

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） 

(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 
  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。  

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  66,956,477株 20年3月期  56,621,847株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  326株 20年3月期  326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  62,003,028株 20年3月期第1四半期  19,005,915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１四半期の我が国経済は、世界的な原油高・原材料の高騰による株価の下落等も影響し、景気は停滞

感を強めてまいりました。この間、建設業界におきましても、建設資材の価格高騰などにより、厳しい経営
環境が続いております。
このような状況下において、当社グループでは、グローバル化を視野に入れ、ロシア連邦における人工島

建設事業に引き続き注力すると同時に、早期黒字化を目指し、不採算事業の整理と営業力の強化を平行して
推し進めております。
その結果、当第１四半期における売上高は、221百万円、営業損失は397百万円、経常損失は645百万円、四

半期純損失は734百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期の財政状態は、総資産は2,020百万円となり、前連結会計年度末と比べて606百万円の増加と

なりました。主な変動要因は、現金及び預金が549万円増加、増床による建物付属設備が25百万円増加したこ
となどによるものであります。
負債の部は601百万円となり、54百万円減少しております。主な変動要因は、ポイント引当金が14百万円減

少したこと、1年以内返済予定長期借入金が11百万円減少したこと、長期借入金が15百万円減少したことなど
によるものであります。
純資産の部は、1,419百万円となり、660百万円増加しております。主な変動要因は、新株予約権の行使に

よりにより資本金が705百万円増加、資本準備金が705百万円増加、欠損填補により資本準備金が2,072百万円
減少、利益準備金が2,072百万円増加、新株予約権が11百万円減少したことなどによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年５月15日に公表いたしました業績予想につきましては、特に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移動（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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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
　①「四半期財務諸表に関する会計基準」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。

　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用
当連結会計年度より「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）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ
の方法）に変更しております。これに伴う、営業利益及び経常利益への影響はありません。
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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 1,017,063 467,373

受取手形及び売掛金 52,792 125,313

完成工事未収入金 153,794 139,810

販売用不動産 308,650 308,650

未成工事支出金 123,036 116,619

前払費用 39,515 －

短期貸付金 100,000 7,500

未収消費税等 26,398 －

未収還付法人税等 14,791 －

その他 18,363 57,544

貸倒引当金 △116,549 △116,738

流動資産合計 1,737,856 1,106,072

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 32,277 8,230

減価償却累計額 △3,962 △2,849

機械及び装置 10,651 10,974

減価償却累計額 △7,915 △7,647

車両運搬具 5,819 5,819

減価償却累計額 △5,056 △4,849

工具、器具及び備品 18,960 19,090

減価償却累計額 △12,219 △11,359

有形固定資産合計 38,554 17,409

無形固定資産

ソフトウエア 10,520 9,918

のれん － 164,491

その他 224 224

無形固定資産合計 10,745 174,635

投資その他の資産

投資有価証券 4,149 4,149

関係会社株式 129,136 －

破産更生債権等 1,850,114 2,278,119

差入保証金 85,191 87,970

その他 16,995 25,913

貸倒引当金 △1,852,176 △2,280,231

投資その他の資産合計 233,411 115,922

固定資産合計 282,712 307,966

資産合計 2,020,569 1,414,039
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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・工事未払金等 157,590 144,536

1年内返済予定の長期借入金 29,117 40,142

未払金 125,876 129,223

未払法人税等 2,297 14,685

未成工事受入金 97,620 87,661

完成工事補償引当金 1,000 1,000

賞与引当金 2,520 1,680

ポイント引当金 － 14,623

その他 23,722 44,215

流動負債合計 439,743 477,766

固定負債

長期借入金 18,667 34,553

退職給付引当金 25,678 25,320

長期預り保証金 22,490 22,790

訴訟損失引当金 94,577 94,577

固定負債合計 161,413 177,241

負債合計 601,156 655,007

純資産の部

株主資本

資本金 5,354,158 4,648,481

資本剰余金 705,677 2,072,843

利益剰余金 △4,717,592 △6,055,893

自己株式 △4,741 △4,741

株主資本合計 1,337,501 660,689

新株予約権 81,911 93,265

少数株主持分 － 5,076

純資産合計 1,419,412 759,031

負債純資産合計 2,020,569 1,414,039
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 221,889

売上原価 197,823

売上総利益 24,066

販売費及び一般管理費 421,352

営業利益 △397,285

営業外収益

受取利息 76

その他 3,205

営業外収益合計 3,281

営業外費用

支払利息 1,099

株式交付費 238,580

持分法による投資損失 12,036

その他 183

営業外費用合計 251,900

経常利益 △645,904

特別利益

貸倒引当金戻入額 99,755

過年度損益修正益 12,155

特別利益合計 111,910

特別損失

固定資産除却損 803

のれん償却額 25,494

特許権評価損 171,428

損害賠償金 500

過年度損益修正損 745

特別損失合計 198,973

税金等調整前四半期純利益 △732,966

法人税、住民税及び事業税 1,575

法人税等 1,575

四半期純利益 △734,542
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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)

税金等調整前四半期純利益 △732,966

減価償却費 3,421

株式交付費 238,580

長期前払費用償却額 374

のれん償却額 25,494

特許権評価損 171,428

持分法による投資損益（△は益） 12,036

過年度損益修正益 △12,155

過年度損益修正損 745

貸倒引当金の増減額（△は減少） △428,243

退職給付引当金の増減額（△は減少） 358

受取利息及び受取配当金 △76

支払利息 1,099

売上債権の増減額（△は増加） △41,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,416

破産更生債権等の増減額（△は増加） 265,181

仕入債務の増減額（△は減少） 13,942

未成工事受入金の増減額（△は減少） 9,958

その他 △44,327

小計 △523,025

利息及び配当金の受取額 76

利息の支払額 △1,099

法人税等の支払額 △18,096

営業活動によるキャッシュ・フロー △542,145

有形固定資産の取得による支出 △28,510

差入保証金の回収による収入 870

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,640

長期借入金の返済による支出 △26,911

新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,161,419

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,134,508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 564,721

現金及び現金同等物の期首残高 467,373

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）
△15,031

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,017,063
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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

当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第１四半期連結会計期間に
おいても397,285千円の営業損失を計上するとともに営業キャッシュ・フローについても継続してマイナス
の状況が続いております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。
当該状況を解消すべく、当社グループは現在、早期黒字化のための経営の抜本的改革途上であり、ロシ

ア連邦における人工島建設事業に注力するとともに、グループ全体としての売上拡大を図り、不採算事業
の整理や経営資源の集約などの固定費の削減も推し進める事で、早急な財務内容の健全化を図り、業績の
回復を図ってまいります。
財務政策につきましては、第７回新株予約権の行使に伴い平成20年４月25日に100,000千円、平成20年５

月13日に100,000千円、平成20年５月14日に100,000千円。平成20年５月15日に800,000千円、平成20年５月
19日に100,000千円、平成20年５月21日に100,000千円、平成20年５月23日に100,000千円の資金調達をして
おり、発行済みであります新株予約権の行使による資金調達をロシア連邦における人工島建設事業の進捗
に合わせて行う予定であります。
四半期連結財務諸表は、注文住宅事業及び新規事業が軌道に乗り、経営計画が達成可能という

前提のもと、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期連結
財務諸表には反映しておりません。

(5) セグメント情報

【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）

建設事業
(千円)

投資事業
(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)

売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
221,266 623 0 221,889 ― 221,889

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 221,266 623 0 221,889 ― 221,889

営業利益(又は営業損失) △ 76,471 601 △ 3,609 △ 80,450 △ 316,835 △ 397,285

（注）1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
　 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、第７回新株予約権の行使に伴い、平成20年４月25日に100,000千円、平成20年５月13日に
100,000千円、平成20年５月14日に100,000千円、平成20年５月15日に800,000千円、平成20年５月19日に
100,000千円、平成20年５月21日に100,000千円、平成20年５月23日に100,000千円の合計1,400,000千円の
資金調達を行いました。この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ705,677千円増加し、資本金が
5,354,158千円、資本準備金が705,677千円となっております。

(7) その他

①前連結会計年度まで売上原価に計上しておりました株式交付費は、当社が、平成20年２月に純粋持株
会社から事業持株会社となったことや、当社グループでの投資事業の縮小などを考慮して、当四半期連結
会計年度より営業外費用に計上しております。
②退任役員

役名 職名 氏名 退職年月日

取締役 事業本部長 寺 本 淳 子 平成20年８月７日
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「参考」

前第1四半期に係る財務諸表等

　 （要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月 1日
 至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 146,766

Ⅱ 売上原価 572,917

　 売上総利益 △426,150

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　 販売費及び一般管理費合計 222,047

　 営業利益 △648,198

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 129

　2. 受取配当金 0

　3. 有価証券売却益 0

　4. その他 1,668

　 営業外収益合計 1,798

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 5,917

　2. その他 10,756

　 営業外費用合計 16,674

　 経常利益 △663,073

Ⅵ 特別利益

　1. 貸倒引当金戻入 19,648

　2. 過年度修正益 123,506

　3. その他 0

　 特別利益合計 143,154

Ⅶ 特別損失

　1. 滅損損失 0

　2. 過年度修正損 32,877

　 特別損失合計 32,877

　 税金等調整前四半期純利益 △552,797

　 法人税、住民税及び事業税 0

　 少数株主利益 ―

　 四半期純利益 △552,797
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