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平成 20 年８月 14 日 

各      位 

                 会社名   株式会社セイクレスト 

代表者名  代表取締役 青木 勝稔 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８９００） 

問合せ先  常務取締役経営管理本部長 三浦 多実也 

                                  電話    ０６―６２６４―７０７７ 

 

特別損失の発生および業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ 
  

当社は、平成21年３月期第１四半期連結会計期間において、特別損失を計上することとなりま

したので下記のとおりお知らせいたしますとともに、平成20年５月23日付「平成20年３月期 決算

短信」にて公表いたしております、平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の

第２四半期連結累計期間及び通期業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

記 

１． 特別損失の発生及びその内容 

① たな卸資産評価損 1,206 百万円 

 平成 21 年 3 月期第１四半期連結会計期間における不動産業界は、サブプライムローン問

題に端を発する世界的な金融信用収縮等に伴った国内経済の停滞から、不動産取引の流動性

が著しく低下し、厳しい事業環境が継続しております。このような状況の中、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

伴い、第三者機関により算出された評価額を基に、たな卸資産評価損 1,206 百万円を計上す

ることといたしました。 

② 事業再構築に係る有形固定資産除却損及び付随費用 計 13 百万円 

 当社は平成 20 年 3 月期において多額の純損失を計上したことに伴い、その改善策として

「ＳＣリバイバルプラン」を策定し計画を進行しております。この中で、販売管理費の圧縮

を目的とした大阪本社の移転並びに事業の選択と集中を目的とした各支店・営業所の統廃合

を実施したことにより、当社が保有する有形固定資産の一部除却並びに事業移転に伴う付随

費用が発生しております。有形固定資産除却損として 6百万円、事務所移転費用として 7百

万円をそれぞれ特別損失として計上することといたしました。 

 

２． 業績予想値の修正 （単位：百万円） 

（１）平成 21 年３月期 第２四半期累計期間（連結）（平成 20年４月１日～平成 20年９月 30日）       

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,897 10 △89 △89 

今回発表修正（Ｂ） 3,763 △79 △179 △1,382 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,134 △89 △90 △1,293 

増 減 率（％） △23.2％ ―％ ―％ ―％ 

（ご参考） 

前期（平成 20 年３月期 第２

四半期累計期間）実績 

2,490 △106 △211 △242 
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（２）平成 21 年３月期 第２四半期累計期間（個別）（平成 20年４月１日～平成 20年９月 30日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 4,785 28 △69 △69 

今回発表修正（Ｂ） 3,673 △52 △151 △1,369 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,112 △80 △82 △1,300 

増 減 率（％） △23.2％ ―％ ―％ ―％ 

（ご参考） 

前期（平成 20 年３月期 第２

四半期累計期間）実績 

2,481 △87 △191 △228

（３）平成 21年３月期 通期 （連結）（平成 20年４月１日～平成 21 年３月 31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 6,922 174 13 13 

今回発表修正（Ｂ） 5,502 86 △50 △1,253 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,420 △88 △63 △1,266 

増 減 率（％） △20.5％ △50.6％ ―％ ―％ 

（ご参考） 

前期（平成 20年３月期）実績 3,431 △470 △713 △706 

（４）平成 21年３月期 通期 （個別）（平成 20年４月１日～平成 21 年３月 31日） 

      売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 6,661 183 26 26 

今回発表修正（Ｂ） 5,274 117 △18 △1,236 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,387 △66 △44 △1,262 

増 減 率（％） △20.8％ △36.1％ ―％ ―％ 

（ご参考） 

前期（平成 20 年３月期）実績 3,365  △454 △696 △707 

  

３． 業績予想の修正理由 

当社が属する不動産業界におきましては、資材価格急騰を背景とした建築コストの上昇、個人

所得の伸び悩みによる消費の低迷、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融信用収縮

等に伴い、不動産取引の流動性が著しく低下し、厳しい事業環境が継続しております。 

このような事業環境認識の中、当社グループにおきましては、当第１四半期連結会計期間にお

ける経営成績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。物件売却の遅延理由といたしま

しては、不動産取得に対する金融機関の融資姿勢厳格化に伴った、物件取得先の資金調達計画の

変更等に伴うものであります。また、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、当第１四半期における売上高は 184 百万円（当初計

画比 18 百万円減）と計画未達となりました。これは、現在のマンション市場において、デベロッ

パーとエンドユーザーの間にある需給価格のギャップ調整に期間を要していることに起因してお

ります。販売管理費につきましては「ＳＣリバイバルプラン」の進行に伴った圧縮効果により、

営業利益 2百万円（当初計画比 20百万円減）と当初の計画達成には至りませんでしたが、単独事

業において黒字化を達成しております。 

このような状況を鑑み、当社と致しましては、不動産業界は依然として厳しい経営環境が継続

するものと考えられ、業績予想に関して極めて保守的な見地からの見積もりが必要であると判断

いたしました。 
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売上高につきましては、第２四半期連結累計期間については業績予想比 23.2％減の 3,763 百万

円、通期においては業績予想比 20.5％減の 5,502 百万円となる見込みであります。 

売上高減少の要因といたしましては、①不動産流動化事業における売却予定物件に関して、前

述の販売用不動産の評価損計上に伴って、第三者機関により提出された評価額に基づく計画へと

変更したことを主因として、②第３四半期以降の減少要因といたしましては、現在の不動産市況

におけるマンション需要価格の低下から、企画不動産販売事業におけるマンション買取再販事業

において、販売価格の見直しに伴った売上高の減少を見積もる必要があると判断したことによる

ものです。 

営業利益につきましては第２四半期連結累計期間においては79百万円の損失計上を予想してお

りますが、通期におきましては業績予想比 50.6％減とはなるものの、「ＳＣリバイバルプラン」

の進行に伴う販売管理費の圧縮効果により営業利益 86百万円の利益計上を見込んでおります。当

期純利益に関しましては、今回多額の特別損失を計上したことにより、第２四半期連結累計期間

において第２四半期累計純損失 1,382 百万円、通期においても当期純損失 1,253 百万円を計上す

る見込みであります。本業であります企画・販売代理事業につきましては、通期における売上高

は 775 百万円（当初計画比 8.7％減）と計画に比して減少する見込みでありますが、「ＳＣリバイ

バルプラン」の進行に伴った販売管理費の更なる圧縮効果により、営業利益におきましては 275

百万円（当初計画比 1.2％増）と概ね計画を達成するものと見込んでおります。 

また、当第２四半期個別累計期間及び通期個別業績予想に関しましても、第２四半期連結累計

期間及び通期連結業績予想と同様の要因により、予想数値が計画を下回ることになりましたので

業績予想の修正をいたします。 

当社といたしましては、平成 20 年６月６日公表の「ＳＣリバイバルプラン」の継続した取組み

により、早期での業績回復を目標としておりますが、このような多額の特別損失の計上により当

社の財務状況は著しく悪化しておりますので、財務状況の改善を最重要課題と位置づけ、早期で

の債務超過状態の解消に向け最善の策を持って取り組んでまいる所存であります。 

 

以   上 


