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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 661 △69.0 △97 ― △135 ― △1,337 ―

20年3月期第1四半期 2,131 314.3 343 ― 291 ― 148 ―

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 △16,999.15 ―

20年3月期第1四半期 1,880.51 ―

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 3,881 △1,190 △30.7 △15,131.59

20年3月期 5,708 147 2.6 1,867.56

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  ―百万円 20年3月期  146百万円

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  有  
 

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 3,763 51.1 △79 ― △179 ― △1,382 ― △17,566.16

通期 5,502 60.4 86 ― △50 ― △1,253 ― △15,920.21

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  

詳細は、「定性的情報・財務諸表等」 「４．その他」をご参照ください。  

(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） 

詳細は、「定性的情報・財務諸表等」 「４．その他」をご参照ください。  

(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23日付「平成20年３月期決算短信」にて公表いたました連結業績予想及び個別業績予想値につきましては、本日付で発表しております「特別損失の発
生及び業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正しております。なお、上記の予想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ます。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結果となる可能性があります。 
（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  79,665株 20年3月期  79,665株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  960株 20年3月期  960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  79,665株 20年3月期第1四半期  79,665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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱や、原油等を始めとした資源の高騰により、景気の不透明感が顕在化してまいりました。

　当社グループを取り巻く不動産業界におきましては、世界的な金融信用収縮に伴う国内不動産取引の停滞、また、

建材コストの高騰に伴う建築費の上昇によりマンション販売価格の上昇が継続する中、物件に対する顧客の選別志向

は強まり、物件力による優劣の差が顕著になっております。また、景気の不透明感がエンドユーザーにまで拡大して

おり、個人の消費マインドに影響を及ぼす要因が起因し、住宅購入意欲は低水準のまま推移しました。このような状

況を踏まえ、当社グループは前期より継続して実施しておりますＳＣリバイバルプランの進行を図り、大阪本社への

経営資源の集中を図ると共に、当社の有するノウハウの最大化を図るべく取り組んでまいりました。

　当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高661,193千円(前年同期比69.0％減少)、営業損失97,725千円（前年同期

は営業利益343,135千円）、経常損失135,904千円（前年同期は経常利益291,475千円）、四半期純損失は1,337,918千

円（前年同期は四半期純利益148,005千円）となりました。

　当第１四半期連結会計期間における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。

　

　（企画・販売代理事業）

  当第１四半期連結会計期間の企画・販売代理事業におきましては、取得時における高額な土地価額及び継続する

建築コストの高騰により、マンション価格は高止まりを続ける一方、エンドユーザーにおきましては景気の不透明

感からくる購買力の低下が見られ、マンションの需要と供給のバランスは著しく悪化しており、乖離した価格の調

整には今しばらくの期間を要すると思われます。

　このような市場環境下、エンドユーザーの物件選別志向は高まり、供給地域によっては販売計画が長期化する等

をしておりますが、販売開始から早期で完売する物件も見られる等、マンション購入意欲は潜在的に高まってきて

いるものと思われます。また、予定しておりました引渡業務につきましても堅調には推移いたしましたが、建築基

準法の改正等に伴ったマンション供給遅延等もあり、営業成績は低調なまま推移いたしました。しかしながら、前

期より実施しておりますＳＣリバイバルプランの進行による販売管理費の圧縮効果により、単独事業における黒字

化を達成しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高195,295千円、営業利益2,733千円となりました。

 

　（不動産流動化事業）

　当第１四半期連結会計期間の不動産流動化事業におきましては、継続して販売用不動産の売却を進めておりまし

たが、前述の金融信用収縮に伴う不動産取引の停滞により物件の売却には至りませんでした。

　以上の結果、売上高は57,287千円、営業損失は15,654千円となりました。

 

　（企画不動産販売事業）

　当第１四半期連結会計期間の企画不動産販売事業におきましては、現在の不動産市況を鑑みて販売価格の減額等

が発生いたしましたが、概ね計画通りの販売を継続しており、当第１四半期連結会計期間の売上高は382,275千円、

営業利益は66,127千円となりました。

 

　（人材派遣事業）

　当第１四半期連結会計期間の人材派遣事業におきましては、当初の計画を上回る受注を獲得し、１社あたりにお

ける派遣者数が増加する等、好調に推移した結果売上高は24,053千円となったものの、販売費及び一般管理費を吸

収するには至らず営業損失は1,897千円となりました。

 

　（その他事業）

　当第１四半期連結会計期間のその他事業におきましては、不動産検索サイトにおける契約数の増加を計画してお

りましたが、昨今の不動産不況から低調なまま推移いたしました。

　以上の結果、売上高は2,280千円、営業損失12,561千円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ161,379千円減少し84,488千円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、321,482千円となりました。これは主に企

画不動産販売事業における販売用不動産の売却に係るたな卸資産の減少額303,985千円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）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、27,223千円となりました。これは主に定期

預金の払戻による収入20,200千円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）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、510,085千円となりました。これは主に短

期借入金の返済による支出516,000千円等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

　当第１四半期連結会計期間において、たな卸資産に関する会計方針の変更を行った影響により、たな卸資産評価

損1,209,392千円を計上した結果、1,337,918千円の四半期純損失を計上しております。それに伴い、当社グループ

は債務超過状態となっております。また、同日付で発表しております「特別損失の発生及び業績予想（連結・個別）

の修正に関するお知らせ」にて、平成21年３月期第２四半期連結累計期間及び平成21年３月期連結予想値に対して、

大幅な修正を行っております。

　　当社グループといたしましては、これらの状況解消における対策として、「ＳＣリバイバルプラン」の実現に向

けて、全社一丸となって取り組んでおります。詳細は、「（４）継続企業の前提に関する注記」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）

　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

　　　　①　簡便な会計処理　

　　固定資産の定率法による減価償却費については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定しております。

　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。
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（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　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　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」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ3,392千円増加し、税金等調整前四半期純損失は1,209,392

千円増加しております。

　③　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、賃貸借処理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

準適用指針第16号（平成６年１月18日（公認会計士協会　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日以降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、残存価額を零とする定額法を採用しております。また、平成20年３

月31日までに取引が開始している所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、従来通り賃貸借処理

によっております。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引は行っており

ませんので、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失には影響ありません。
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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 84,488 266,068

受取手形及び売掛金 118,116 210,491

たな卸資産 3,319,073 4,836,218

前払費用 5,780 23,144

その他 88,420 104,154

貸倒引当金 △50,141 △50,648

流動資産合計 3,565,738 5,389,429

固定資産   

有形固定資産   

建物 75,657 88,207

減価償却累計額 △5,829 △23,250

建物（純額） 69,828 64,957

工具、器具及び備品 15,219 23,028

減価償却累計額 △5,928 △13,162

工具、器具及び備品（純額） 9,290 9,865

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 96,727 92,429

無形固定資産   

その他 15,244 16,163

無形固定資産合計 15,244 16,163

投資その他の資産   

投資有価証券 40,323 40,323

差入保証金 135,853 142,801

保険積立金 3,418 3,936

破産更生債権等 2,749 2,749

その他 21,413 20,200

貸倒引当金 △7,031 △7,031

投資その他の資産 196,726 202,981

固定資産合計 308,698 311,575

繰延資産   

社債発行費 6,631 7,223

繰延資産合計 6,631 7,223

資産合計 3,881,067 5,708,228
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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   

短期借入金 486,000 902,000

1年内返済予定の長期借入金 1,978,238 2,001,701

1年内償還予定の社債 90,000 110,000

未払法人税等 835 102

未払金 164,319 128,565

預り金 34,162 41,329

賞与引当金 17,329 30,647

1年内返還予定の預り保証金 133,380 136,362

その他 46,568 44,912

流動負債合計 2,950,834 3,395,620

固定負債   

社債 330,000 340,000

長期借入金 1,721,476 1,762,041

退職給付引当金 67,854 61,012

負ののれん 1,638 1,755

その他 150 350

固定負債合計 2,121,119 2,165,158

負債合計 5,071,953 5,560,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,160 399,160

資本剰余金 112,840 112,840

利益剰余金 △1,666,945 △329,027

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 △1,190,931 146,986

少数株主持分 46 462

純資産合計 △1,190,885 147,448

負債純資産合計 3,881,067 5,708,228
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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 661,193

売上原価 368,216

売上総利益 292,976

販売費及び一般管理費 390,702

営業損失（△） △97,725

営業外収益  

受取利息 53

負ののれん償却額 117

雑収入 474

営業外収益合計 644

営業外費用  

支払利息 37,393

社債発行費償却 592

雑損失 837

営業外費用合計 38,823

経常損失（△） △135,904

特別利益  

貸倒引当金戻入額 506

賞与引当金戻入額 22,156

特別利益合計 22,663

特別損失  

たな卸資産評価損 1,206,000

有形固定資産除却損 6,452

退職特別加算金 1,497

事務所移転費用 7,135

その他 3,934

特別損失合計 1,225,019

税金等調整前四半期純損失（△） △1,338,261

法人税、住民税及び事業税 72

法人税等合計 72

少数株主損失（△） △415

四半期純損失（△） △1,337,918
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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（△） △1,338,261

減価償却費 1,772

移転費用 7,135

負ののれん償却額 △117

その他の償却額 3,767

たな卸資産評価損 1,209,392

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,842

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △506

固定資産除却損 6,452

社債発行費償却 592

受取利息及び受取配当金 △53

支払利息 37,393

売上債権の増減額（△は増加） 92,375

仕入債務の増減額（△は減少） 10,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 303,985

預り金の増減額（△は減少） △7,166

預り保証金の増減額（△は減少） △3,182

その他 39,189

小計 356,688

利息及び配当金の受取額 107

利息の支払額 △35,189

法人税等の支払額 △123

営業活動によるキャッシュ・フロー 321,482

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 20,200

有形固定資産の取得による支出 △444

その他 7,467

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,223

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 100,000

短期借入金の返済による支出 △516,000

長期借入金の返済による支出 △64,028

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △510,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,379

現金及び現金同等物の期首残高 245,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 84,488
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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、当第１四半期連結累計期間における経営成績につきましては、当初より損失の計上を予定しており

ましたが、不動産流動化事業における物件売却の遅延を主因として売上高が計画に比して減少いたしました。基幹事業

であります企画・販売代理事業につきましても、営業成績は計画に比して低調な推移となり、売上高において計画を達

成するに至りませんでしたが、販売管理費の圧縮効果により利益段階においては計画比微減となり、単独事業において

黒字化を達成しております。また、当社連結子会社サプリメントサービスにつきましては、当初から損失計上を予定し

ておりましたので、計画の達成に係らず当第１四半期連結会計期間においては損失計上の要因となり、これらの状況か

ら営業損失97,725千円を計上いたしました。また、当社が販売を目的として保有するたな卸資産の評価について、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）が適用さ

れたことに伴って、たな卸資産評価損1,209,392千円を計上し、これにより当第１四半期連結会計期間においては多額

の損失が発生し、四半期純損失1,337,918千円を計上いたしました。

このような状況から、第１四半期連結財務諸表における純資産額は1,190,885千円の債務超過状態へと陥っておりま

す。

　資金計画におきましては、短期的な資金繰りにおいて平成20年６月末日を支払期日とする役員報酬を含めた一部経費

66,500千円及び金融機関からの借入金10,000千円について支払の一時遅延を引き起こす等いたしました。当該遅延した

一部経費及び借入金（計76,500千円）につきましては、平成20年７月末日に売却いたしました不動産流動化事業におけ

る物件１棟の売却資金により、平成20年７月中に返済し延滞状況を解消しており、加えて、当該物件の売却が成された

ことにより、当社の進行する「ＳＣリバイバルプラン」（詳細下記）の実現性に対して一定の理解を得られ、資金調達

においても間接金融手法による融資の交渉を得るまでに至っております。しかしながら、平成20年８月14日時点におい

ては融資の実行は成されておらず、短期的な資金繰りにおける企業の継続不安の解消には至っておりません。

　また、「ＳＣリバイバルプラン」の進捗として、大阪本社への事業の集中と選択における販売管理費の圧縮に向けた

施策を実行し、その他財務面における施策等につきましても、一定の進捗による効果が得られたため、当第１四半期連

結会計期間における営業活動の結果得られた資金は321,482千円となり、順調に回復へと向かっております。しかしな

がら、平成20年９月末日を期限とする物件担保による一年内返済予定長期借入金1,812,778千円の返済原資の確保又は

借換についての見通しが立つには至っておらず、加えて、前述の特別損失の計上により、当社の財務状況は債務超過状

態に陥っており、当社の継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。

　当社といたしましては、継続した「ＳＣリバイバルプラン」の進行により、一年内返済予定長期借入金の返済におけ

る原資の確保又は借換に加えて、債務超過状態の解消に向け、増資等を含め最良と思われる施策を適宜検討し進行を図

り、早期での財務状況の不安を解消することにより、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。

 

(ＳＣリバイバルプランの概要)

　　当社グループは、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消すべく立案いたしました施策を、本

「ＳＣリバイバルプラン」として計画化いたしました。当該プランの骨子として４つの施策を進行することにより、早期

での財務体質の健全化及び収益性の安定に加え、労働生産性向上に向けた施策の進行による資産回転率の最適化を図り、

収益の最大化を目指す施策でございます。

　具体的には①事業の選択と集中による収益構造の改善、②不動産流動化事業の資金化における借入金の返済による財務

体質の改善、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による財務体質の改善及び④財務戦略による資

金調達であります。これらを遅延なく進行することにより、当社の現状における企業存続における危機的状況を打開し、

今後の継続した成長と安定収益構造を構築してまいる所存であります。

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今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

　短期的及び中長期的両側面からの増資等も視野に入れた財務戦略を講じ、早期での財務状況の健全化を図ってまいりま

す。

　これらの施策を遅延無く進行することにより、安定した収益体制の確立を図り、財務体質におきましても早期に健全化

を図ってまいります。

　なお、当第１四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当第１四半

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

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）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

 企画不動産
販売事業
（千円） 

人材派遣
事業

（千円）

その他
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
195,295 57,287 382,275 24,053 2,280 661,193 － 661,193

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － 18,572 156 18,729 (18,729) －

計 195,295 57,287 382,275 42,626 2,437 679,922 (18,729) 661,193

営業利益又は営業損失

（△）
2,733 △15,654 66,127 △1,897 △12,561 38,746 (136,472) △97,725

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分に属する主要な内容

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等

（3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）その他事業…主にインターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事業等

　３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、136,472千円であり、その主なものは親会

社の管理部門に係る費用であります。

　４　会計処理の変更

　　　「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」に記載のとおり、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。当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産流動化事業における営業損失が3,392

千円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

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）　

海外売上高がないため、該当事項はありません。　
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　　　当第１四半期連結会計期間において、たな卸資産の会計方針を変更したことに伴い、前連結会計年度末から

継続的に保有しているたな卸資産について1,209,392千円のたな卸資産評価損を計上いたしました。これにより、

当第１四半期連結会計期間末における利益剰余金が前連結会計年度末から1,337,918千円減少し、その結果、当

第１四半期連結会計期間末における純資産額が1,190,885千円の債務超過となっております。
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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 2,131,706

Ⅱ　売上原価 1,221,300

売上総利益 910,406

Ⅲ　販売費及び一般管理費 567,271

営業利益 343,135

Ⅳ　営業外収益 700

Ⅴ　営業外費用 52,359

経常利益 291,475

Ⅵ　特別利益 2,209

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 293,685

法人税、住民税及び事業税 146,238

法人税等調整額 △27

少数株主損失（△） △532

四半期純利益 148,005
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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利益　 293,685

減価償却費　 2,381

負ののれんの償却額　 △117

賞与引当金の増加額 33,703

貸倒引当金の減少額 △2,209

支払利息　 32,128

売上債権の減少額 81,051

たな卸資産の増加額 △492,016

仕入債務の減少額 △149,460

預り金の減少額 △9,190

その他　 △35,706

小計 △245,750

利息及び配当金の受取額　 83

利息の支払額　 △32,415

法人税等の支払額　 △70,430

営業活動によるキャッシュ・フロー △348,512

Ⅱ　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 △20,175

定期預金の払戻による収入 20,159

投資有価証券の取得による支出 △1,500

その他　 △2,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,586

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入　 1,749,500

短期借入金の返済による支出　 △1,332,001

長期借入金による収入 350,000

長期借入金の返済による支出　 △55,634

社債の償還による支出　 △50,000

配当金の支払額 △26,250

財務活動によるキャッシュ・フロー 635,613

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 283,514

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,481,617

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,765,132
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