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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 10,312 ― △385 ─ △426 ─ △4,016 ─

20年３月期第１四半期 5,987 ― △282 ― △278 ― △311 ―

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 △601 12 ─ ─

20年３月期第１四半期 △46 34 ― ―

　(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

21年３月期第１四半期 25,241 3,707 8.6 323 45

20年３月期 33,733 7,911 18.8 948 15
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,161百万円 20年３月期 6,762百万円

2. 配当の状況

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
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有

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)

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 18,000 38.0 △450 ― △500 ― △4,500 ― △673 42

　 通 期 40,000 15.7 200 ― 100 ― △4,000 ― △598 60
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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) ： 有

　 [新規 ０社    除外 １社 (社名 株式会社シェアードサービス)]

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(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）

　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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(4) 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）

21年３月期第１四半期 6,969,995株 20年３月期 6,969,995株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 287,728株 20年３月期 287,609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 6,682,335株 20年３月期第１四半期 6,718,238株

※ 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。
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ジェイオーグループホールディングス㈱(1710)平成21年３月期 第１四半期決算短信

・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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期化する原油・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫

し、景況感は悪化するとともに、景気は足踏み状態を維持しながらも原材料高騰の影響で広がる物価上昇が
景気先行き不透明感を強め、消費の減速懸念が高まる展開となりました。 
　このような状況の下、当社グループでは、キャッシュ・フロー経営への転換と有利子負債の圧縮及び回転
率の向上、差別化要因がある事業に経営資源を集中、成熟産業から成長産業へのシフト、などを基本方針と
して、当社グループの連結子会社であるジェイオー建設㈱の民事再生開始（平成20年６月）に伴う影響を最
小限に抑えるとともに、グループ構造改革に必要な損失処理を推し進めて参りました。 
　以上の結果、当四半期連結会計期間においては、売上高１０３億１２百万円、営業損失３億８５百万円、
経常損失４億２６百万円、四半期純損失４０億１６百万円となりました。 
なお、当四半期連結会計期間において計上した特別損失の多くは、たな卸資産評価損や出資金評価損などの
一時的かつ現金の支出を伴わないものであり、当社グループの営業キャッシュ・フローはプラスに転換して
おります。 
　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 
〈建設事業〉 
　当該事業につきましては、ジェイオー建設㈱の民事再生開始による事業活動の停滞や信用不安による取引
業者の減少、および、出資金の評価に伴う損失の計上などがありましたが、第１四半期においては順当に推
移しました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高は２億２４百万円、営業損失は５３百万円とな
りました。 
〈不動産事業〉 
　当該事業につきましては、ジェイオー建設㈱が保有するガーデンモール木津川の時価評価に伴う特別損失
を計上しておりますが、収益物件については安定的な収入・利益を計上しております。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高は７５百万円、営業利益は１３百万円となりま
した。 
〈プラスチック関連事業〉 
　当該事業につきましては、建設業界の構造不況や原材料高騰などの影響を受ける中、既存の鉄道車両・住
宅・医療分野については収益力強化と新規分野である環境（風車部品）とCFRP（自動車）分野の発展に取り
組みました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高は１４億２１百万円、営業利益は４１百万円と
なりました。 
〈交通関連事業〉 
　当該事業につきましては、従業員不足や原油価格の高騰の影響を受ける中、人員を含めた構造改革に取り
組むことで、損失悪化を最小限にとどめることができました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高は５億５２百万円、営業損失は１５百万円とな
りました。 
〈投資事業〉 
　当該事業につきましては、グループ全体の経営資源を構造改革に集中するため、保有する株式の運営管理
業務のみ行って参りました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、営業損失は２億４百万円となりました。 
〈流通事業〉 
　当該事業につきましては、特徴ある新製品の不足や携帯電話の販売方法の変化などにより市場環境は落ち
込みましたが、コスト削減等の効果もあり、その影響を最小限に抑えることができました。 
　この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高は７５億２１百万円、営業利益は６３百万円と
なりました。 
〈その他の事業〉 
　当該事業につきましては、コールセンターの運営、飲食店の経営、通所介護、警備及びビルメンテナンス、
機械部品の製造を各々主な事業として営んでおります。 
　当第１四半期連結会計期間においては、売上高は５億１８百万円、営業損失は１億９百万円となりました。
 
　今後もグループ方針に基づく構造改革を推し進め、収益力向上に取り組んでまいります。
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ジェイオーグループホールディングス㈱(1710)平成21年３月期 第１四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産の部） 
　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は２５２億４１百万円となり、前連結会計年度末に比べ８
４億９２百万円減少いたしました。主に、受取手形及び完成工事未収入金等の回収による減少１４億３３百
万円、販売及び評価損の計上によるたな卸資産の減少３９億８３百万円、出資金の評価損による減少１０億
円によるものです。 
（負債の部）  

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、２１５億３３百万円となり、前連結会計年度末に比べ
４２億８８百万円減少いたしました。主に、有利子負債の圧縮による短期借入金（一年以内返済予定長期借
入金を含む）の減少１２億２５百万円、長期借入金の減少１５億２８百万円の減少によるものです。
（純資産の部） 

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、３７億７百万円となり、 前連結会計年度末に比べ４
２億３百万円減少いたしました。主に、四半期純損失４０億１６百万円の計上による利益剰余金の減少によ
るものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
通期の連結業績予想につきましては、販売用不動産として計上しておりました「ガーデンモール木津川」

の物件の評価を見直した結果、たな卸資産評価損として2,275百万円を計上したこと及び不動産関連の出資金
および貸付に関して回収可能性について厳密に精査し、評価損及び引当金として1,036百万円を計上したこと
等により多額の特別損失を計上したこと、並びに連結子会社である神戸タウン㈱の異動等により、営業利益、
経常利益、当期純利益がそれぞれ当初の予想(平成20年５月28日公表)を下回る見込みとなりました。
　業績予想の修正の詳細に関しましては、本日公表いたしました「特別損失の発生および平成21年３月期第
２四半期・通期業績予想修正 ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」及び「子会社の異動を伴う事項に
関するお知らせ」をご参照ください。

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)

（主要な関係会社の異動）
連結除外：株式会社シェアードサービス
前期末において当社の連結子会社であった株式会社シェアードサービスは、平成20年６月30日付で清算
結了したため連結の範囲から除外しております。

(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
1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2. 棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

3. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ
ックスプランニングを利用する方法によっております。

(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. 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」（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）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、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。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純損失が、62,679千円増加してお
ります。
　なお、当該損失は特別損失として計上しているためセグメント情報に与える影響はありません。
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3.「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日
企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年
１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か
ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上して
おります。 
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする方法によ
っております。 
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引続き採用しております。 
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及びセグメント情報に与える影響は軽
微であります。
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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 2,557,117 3,156,489

受取手形・完成工事未収入金等 2,785,111 4,218,812

たな卸資産 5,406,006 9,389,662

その他 2,153,852 2,485,796

貸倒引当金 △231,666 △156,653

流動資産合計 12,670,420 19,094,107

固定資産

有形固定資産

土地 4,051,394 4,051,394

その他（純額） 2,615,111 2,743,392

有形固定資産合計 6,666,505 6,794,786

無形固定資産 2,746,102 2,790,717

投資その他の資産

その他 3,569,751 5,405,347

貸倒引当金 △411,481 △351,434

投資その他の資産合計 3,158,270 5,053,913

固定資産合計 12,570,878 14,639,417

資産合計 25,241,298 33,733,524

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 4,317,183 4,809,316

短期借入金 8,240,943 9,466,872

未払法人税等 51,595 122,949

引当金 106,791 75,645

その他 2,404,271 3,355,545

流動負債合計 15,120,786 17,830,329

固定負債

社債 1,056,893 1,070,000

長期借入金 3,035,157 4,563,385

引当金 232,480 199,281

負ののれん 531,448 573,136

その他 1,556,648 1,586,049

固定負債合計 6,412,628 7,991,853

負債合計 21,533,414 25,822,182
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 3,607,001 3,607,001

利益剰余金 △1,076,344 2,940,531

自己株式 △535,092 △534,967

株主資本合計 2,495,564 6,512,565

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △319,044 △212,081

繰延ヘッジ損益 △611 △611

為替換算調整勘定 △14,519 35,996

評価・換算差額等合計 △334,175 △176,696

少数株主持分 1,546,495 1,575,472

純資産合計 3,707,884 7,911,342

負債純資産合計 25,241,298 33,733,524
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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 10,312,954

売上原価 9,087,915

売上総利益 1,225,038

販売費及び一般管理費 1,610,350

営業損失（△） △385,311

営業外収益

受取利息 16,717

受取配当金 5,633

負ののれん償却額 41,688

その他 42,114

営業外収益合計 106,154

営業外費用

支払利息 112,531

その他 34,391

営業外費用合計 146,922

経常損失（△） △426,080

特別利益

固定資産売却益 382

関係会社株式売却益 322,970

その他 40,914

特別利益合計 364,267

特別損失

固定資産売却損 21,733

投資有価証券売却損 136,930

たな卸資産評価損 2,338,616

出資金評価損 1,000,000

その他 384,446

特別損失合計 3,881,727

税金等調整前四半期純損失（△） △3,943,539

法人税、住民税及び事業税 40,501

法人税等調整額 16,309

法人税等合計 56,810

少数株主利益 16,525

四半期純損失（△） △4,016,875
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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（△） △3,943,539

減価償却費 155,582

減損損失 39,501

のれん償却額 89,413

負ののれん償却額 △41,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） 235,327

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,323

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,615

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,198

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,792

受取利息及び受取配当金 △22,351

支払利息 112,531

為替差損益（△は益） 17,708

持分法による投資損益（△は益） 3,877

固定資産売却損益（△は益） 21,351

投資有価証券売却損益（△は益） 127,224

投資有価証券評価損益（△は益） 10,926

出資金評価損 1,000,000

関係会社株式売却損益（△は益） △322,970

売上債権の増減額（△は増加） 1,587,976

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,194,145

仕入債務の増減額（△は減少） △468,993

未成工事受入金の増減額（△は減少） 19,167

その他 △74,501

小計 805,033

利息及び配当金の受取額 14,299

利息の支払額 △89,023

法人税等の支払額 △111,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 619,022

― 9 ―

決算短信 2008年08月13日 16時54分 07411xe01_in 9ページ （Tess 1.10 20080626_01）



ジェイオーグループホールディングス㈱(1710)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（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）

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 △64,431

定期預金の払戻による収入 360,268

有形固定資産の取得による支出 △103,201

有形固定資産の売却による収入 31,941

無形固定資産の取得による支出 △111,435

投資有価証券の取得による支出 △15,508

投資有価証券の売却による収入 820,879

子会社株式の取得による支出 △52,826

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る収入
4,315

貸付けによる支出 △51,078

貸付金の回収による収入 63,582

その他 20,298

投資活動によるキャッシュ・フロー 902,804

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 476,000

短期借入金の返済による支出 △1,449,033

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △447,358

社債の償還による支出 △393,106

自己株式の取得による支出 △102

配当金の支払額 △11,820

少数株主への配当金の支払額 △125

その他 △4,663

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,680,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,096

現金及び現金同等物の期首残高 1,382,041

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,180,945
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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)
前連結会計年度にかかる連結財務諸表において、事業再編に伴う特別損失の計上が多額になったこと等

により1,843,950千円の当期純損失が発生しております。また、当第１四半期連結会計期間において、ジェ

イオー建設㈱の販売用不動産である「ガーデンモール木津川」の評価損及び出資金の評価損を計上したこ

と等により4,016,875千円の四半期純損失が発生しております。 

　また、営業キャッシュ・フローにつきましても平成18年３月期2,005,695千円、平成19年３月期805,976

千円、平成20年３月期3,824,892千円と前連結会計年度までで３期連続でマイナスの状態が続いておりま

す。 

　さらに、当社の主要連結子会社であるジェイオー建設㈱において、大型物件である「ガーデンモール木

津川」の売却代金未入金により資金状況が著しく悪化したことから、一時的に資金が不足したことにより、

平成20年６月２日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、大阪地方裁

判所に申立てを行い、同日付で保全処分決定、平成20年６月12日付で再生手続開始決定を受けております。

この結果、ジェイオー建設㈱において繰延税金資産の全額取崩を行うこととしたため、金融機関からの借

入れにつき財務制限条項に抵触することとなりました。 

　以上を総合的に判断して、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

　連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を改善するため以下の対策を講じております。 

　まず、前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間に計上した損失については、その多くは事業整理

損失、減損損失、たな卸資産評価損及び出資金評価損等といった一時的な要因で発生したものであります。

また、グループ構造改革の一環として、㈱アイゲンベックのインキュベーション事業を本社に移管、建設

セグメントの事業構成見直しのため㈱新紀元を譲渡、グループの経営管理機能を強化するための営業統括

本部を本社に設置、役員報酬を含む人件費の圧縮や固定費の削減等による徹底した経費削減などを実施す

ることで収益体質への変革を推進しております。 

　資金面につきましては、先述の「ガーデンモール木津川」の売却による資金状況の改善を見込むととも

に、金融機関からの借入、保有資産および保有株式の売却、資産の流動化等、複数の資金調達手段を講じ

ております。また、金融機関への定期的な事業状況の説明を実施することで財務制限条項抵触に関する対

策も講じております。 

　営業キャッシュ・フローにつきましては、当社グループの主軸である流通事業において、コスト削減、

収益事業部門に経営資源を集中するための損失事業部門の廃止、経営陣を始めとする組織体制の見直し等、

大幅な構造改革を推し進めた結果、㈱ＮＥＳＴＡＧＥの平成21年２月期第１四半期の決算におきましては、

120,590千円の営業利益を計上し、既に黒字転換を達成しており、営業キャッシュ・フローも改善されてお

ります。 

　以上より、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消するものと判断しております。 

　従いまして、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、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。
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間

建設事業 不動産事業
プラスチック

関連事業

交通関連
事業

投資事業
その他の
事業

計
消去又は

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

1,821,295 1,359,975 771,904 585,397 219,435 1,229,118 5,987,127 ― 5,987,127

(2) セグメント間の内
部売上高又は振替
高

66,118 9,690 ― 348 ― 3,133 79,290 （79,290） ―

 計 1,887,413 1,369,665 771,904 585,745 219,435 1,232,252 6,066,417 （79,290） 5,987,127

営業利益又は
営業損失（△）

△41,742 31,686 7,889 △21,992 △18,133 △74,702 △116,994 （165,482）△282,476

当第１四半期連結累計期間

建設事業
不動産
事業

プラスチック

関連事業

交通関連
事業

投資事業 流通事業
その他の
事業

計
消去又は
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

　売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

224,048 75,903 1,421,169 552,237 ─ 7,521,466 518,129 10,312,954 ─ 10,312,954

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

346 6,587 ─ 1,225 ─ ─ 1,963 10,122
（10,122)

─

 計 224,394 82,490 1,421,169 553,462 ─ 7,521,466 520,092 10,323,077 (10,122)10,312,954

営業利益又は
営業損失（△）

△53,179 13,189 41,590 △15,334 △204,773 63,418 △109,207 △264,296 (121,015) △385,311

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間
全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。

当第１四半期連結累計期間
全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

(1)（要約）四半期連結損益計算書

科 目

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）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,987,127

Ⅱ 売上原価 5,213,181

　 売上総利益 773,946

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,056,422

　 営業損失(△) △ 282,476

Ⅳ 営業外収益 142,144

Ⅴ 営業外費用 138,191

　 経常損失(△) △ 278,523

Ⅵ 特別利益 14,259

Ⅶ 特別損失 23,333

　税金等調整前当期純損失(△) △287,597

　法人税等 44,368

　少数株主損失(△) △ 20,323

　当期純利益 311,642

(2)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

建設事業 不動産事業
プラスチック

関連事業

交通関連

事業
投資事業

その他の

事業
計

消去又は

全社
連結

売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する

　 売上高
1,821,295 1,359,975 771,904 585,397 219,435 1,229,118 5,987,127 ― 5,987,127

(2)セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
66,118 9,690 ― 348 ― 3,133 79,290 (79,290) ―

計 1,887,413 1,369,665 771,904 585,745 219,435 1,232,252 6,066,417 (79,290) 5,987,127

営業費用 1,929,155 1,337,978 764,014 607,737 237,569 1,306,955 6,183,411 86,191 6,269,603

営業利益又は

営業損失(△)
△ 41,742 31,686 7,889 △ 21,992 △ 18,133 △ 74,702 △ 116,994 (165,482) △ 282,476
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