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平成２０年９月２２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 

 

当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について 

 

１．当社の上場時価総額について 

当社株式は、平成 20 年６月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が５億円未満

となりました。株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）に基づき、９か月

（事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善その他株式会社ジャスダック証券取引所が

必要と認める事項を記載した書面を３か月以内に株式会社ジャスダック証券取引所に提出

しない場合にあっては３か月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総

額が５億円以上とならない時は、上場廃止になる旨規定されております。 

 

（１）月間平均上場時価総額 

①当社株式平成 20 年６月 月間平均上場時価総額      484,742,557 円 

②当社株式平成 20 年７月 月間平均上場時価総額      286,794,000 円 

③当社株式平成 20 年 8月 月間平均上場時価総額       135,616,385 円 

 

（２）月末上場時価総額等 

①平成 20 年 6月末（6月 30日）現在の上場時価総額     353,712,600 円 

（６月末終値 4,440 円 ×６月末上場株式数 79,665 株） 

②平成 20 年 7月末（7月 31日）現在の上場時価総額     260,504,550 円 

（７月末終値 3,270 円 ×７月末上場株式数 79,665 株） 

③平成 20 年８月末（8月 31日）現在の上場時価総額      199,162,500 円 

（８月末終値 2,500 円 ×８月末上場株式数 79,665 株） 
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２．事業の現状 

（１）当社の企業理念と経営の基本方針 

当社は、「デベロッパーとユーザーとの掛け橋として最高のコラボレーションを提供する

トータルソリューションカンパニーを目指す。」ことを企業理念としております。 

この企業理念に基づき、当社は生活の最も重要な基盤である『住まい』の販売を通じて、

デベロッパーとユーザーそれぞれの満足を追求し続けることを経営の基本方針といたして

おります。ライフスタイルが多様化する現代において、『住まい』に対するユーザーのニー

ズも急速に多様化、複雑化しています。マンション業界の健全な発展とユーザーのライフ

スタイルに合わせた良質な住宅の提供に寄与するためには、デベロッパーに対してユーザ

ーの視点に立ったマンション提案を行う一方で、各ユーザーに対してはそれぞれに思い描

くライフスタイル及びライフステージに合った最適な『住まい』の提案を行う必要がある

と認識しております。 

 

（２）当社の事業の現状 

平成 20 年３月期におきましては、当社の基幹事業であります企画・販売代理事業におい

ては、平成 19 年１月 16 日に元弊社社員（＝同日懲戒解雇）が証券取引法違反（インサイ

ダー取引）容疑で逮捕された影響による、取引先及び顧客並びに利害関係者に対しての信

用力の低下、高騰した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が著しく悪化する等厳しい経営環境と

なりました。  

このような市場環境下、マンション価格の高騰による手数料収入の増加及び予定してお

りました引渡業務は順調に遂行しましたが、建築確認の厳格化に伴うマンション供給遅延

の顕在化等も見られ、販売代理受託戸数は前年同期に比べ 300 戸程度の減少となりました。

また、契約戸数においても前年同期比 100 戸程度の減少となりましたが、継続した販売力

強化策の実施による生産性の向上が見られましたが、平成 20年 3月期連結会計年度の売上

高は 880 百万円（前年同期比 19.3％増加）、営業損失 243 百万円（前年同期は営業損失 455

百万円）となりました。 

前年（平成 19年 3月期）において、当社の売上、利益の源泉となっておりました不動産

流動化事業におきましても、不動産業界において、世界的な金融信用収縮に伴う国内不動

産取引の停滞、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、予定しておりました物件の売却

が来期にずれる見込みとなり、企画・販売代理事業の売上高は 1,974 百万円（前年同期比

51.9％減少）、営業利益は 610 百万円（前年同期比 53.9％減少）となりました。 

この結果、平成 20年３月期において、当社の売上高は、3,431 百万円（前年同期比 31.0％

減少）、売上原価は 1,958 百万円（前年同期比 27.7％減少）、売上総利益は 1,473 百万円（前
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年同期比 35.0％減少）となりました。また、営業損失は 470 百万円（前年同期は営業利益

315 百万円）、経常損失は 713 百万円（前年同期は経常利益 112 百万円）となりました。ま

た、企画・販売代理事業における事業再構築の一環として実施した本社及び各支店・営業

所の閉鎖及び移転に伴う費用の先行計上等により 706 百万円の当期純損失を計上し、平成

20 年３月期末の純資産額が 147 百万円となり、期首時点の純資産額（880 百万円）から著

しく低下いたしました。当該状況を解消すべく事業再構築に向けた施策を実施し、収益及

び財務構造の改善を推進すべく、平成 20年１月に事業改革推進プロジェクトチームを発足

し、事業再構築プランを策定し推進いたしました。その後、プラン内容の一部見直しをお

こない、平成 20 年６月６日の「第 18 期決算説明会」にて「ＳＣリバイバルプラン」とし

て下記 1～4の内容を発表することとなりました。 

 

（ＳＣリバイバルプラン） 

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一般管理費の圧縮を図る。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

善を図る。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。 

 

2. 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来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. 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 

新規ファイナンスによる資金調達の実施を図ってまいります。早期にさまざまな資金調

達方法により資金の調達を実施し、借入金の返済や運転資金への充当、そして純資産の改

善を図ってまいります。 
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（３）当社の経営状況（平成 21 年３月期第１四半期） 

平成 21 年３月期第１四半期におきましては、高騰した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が著

しく悪化する等厳しい経営環境となりました。  

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。 

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、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、営業成績は計画に比して低調な推移となりました。加えて、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、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 1,206,000 千円を計上

いたしました。 

以上の結果、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。 

 

（連結業績推移） 

区    分 
第 15 期 

（平成17年3月期） 

第 16 期 

（平成18年3月期） 

第 17 期 

（平成19年3月期） 

第 18 期 

（平成20年3月期） 

第 19 期 

第１四半期 

売 上 高  （千円） 7,413,238 3,429,383 4,972,996 3,431,475 661,193 

経 常 利 益 （千円） 463,404 455,907 112,613 △713,309 △135,904 

当 期 純 利 益 （千円） △390,192 323,635 44,668 △706,716 △1,337,918 

1 株当たり当期純利益 （円） △73,895 12,336 567 △8,979 △16,788 

総 資 産  （千円） 1,894,939 5,130,821 5,253,613 5,708,228 3,881,067 

純 資 産  （千円） 572,083 887,791 880,522 147,448 △1,190,885 

1 株当たり純資産額 （円） 109,030 33,839 11,180 1,867 △14,948 
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（各セグメントにおける事業の現状） 

【企画・販売代理事業】 

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、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。前期において契約が成立した物件の引渡業務は第１四半期におい

て予定通りに完了したものの、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、

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

プランの遂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たこ

とにより、第１四半期連結会計期間の売上高は 195,295 千円、営業利益は 2,733 千円とな

りました。 

 

【不動産流動化事業】  

 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１物件の

売却に留まり、第１四半期連結会計期間の売上高は 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】 

 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たことにより、

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】  

 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いたしましたが、販売費及び

一般管理費を吸収するには至らず、第１四半期連結会計期間の売上高は 24,053 千円、営業

損失は 1,897 千円となりました。 

 

【その他事業】 

 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したことにより、

第１四半期連結会計期間の売上高は 2,280 千円、営業損失は 12,561 千円となりました。 

 

 

 



 6 

３．今後の展開 

 当社は今後ＳＣリバイバルプランをもとに、収益基盤の回復並びに財務状況の改善を推

進してまいります。当社の今後の展開については以下の通りです。 

 

（１）事業の選択と集中 

① 管理コストの見直し 

全社的なコスト削減策といたしまして、各種リストラクチャリング施策を遅延なく実施

しております。 

 平成 21年第１四半期終了時点におきましては、人件費の削減について、役員報酬、従業

員給与、法定福利費、福利厚生費、賞与引当金繰入費、退職給付費用、派遣者給与の削減

をおこなっております。 

 賃借料の削減については、大阪本社移転（平成 20 年６月 30 日移転）、東京支店移転（平

成 20 年５月 19 日移転）、広島営業所閉鎖による月額家賃（平成 20 年４月 30 日閉鎖）、福

岡支店閉鎖による月額家賃（平成 20 年４月 30 日閉鎖）の削減をおこなっております。 

今後の見通しといたしましては、人件費、賃借料の削減効果合計において、月額ベース

で、当初 115,405 千円のコストがリストラクチャリングを実施することにより、56,750 千

円となり、月額ベースで△58,655 千円の削減効果、年間ベースで△703,860 千円の削減効

果となる見通しです。 

 今後におきましては、人件費、賃借料の削減以外の一般管理費項目においても、コスト

構造や買い方の視点から分析をおこない、経費削減を実施することにより、全社的にさら

なるコストの可視化を図ってまいります。 

  

② 企画・販売代理事業の再構築 

 当社は、平成 20年 3月期終了時点においては、大阪本社、東京支店、広島支店、福岡支

店の４拠点にて企画・販売代理事業を展開しておりました。 

当該リバイバルプランの実施により、平成 20 年５月 19 日付において東京支店の企画・

販売代理事業の撤退、平成 20 年４月 30 日付において広島支店の閉鎖、平成 20 年４月 30

日付において福岡支店の閉鎖をおこなうことにより、人材の大阪本社への一極集中が完了

いたしました。 

これにより、ネームのバリューのある大阪へ拠点を一極集中することにより、手数料率

の向上や、条件の良い物件の受託による利益率の改善を図るとともに、家賃費用等の一般

管理費の大幅な圧縮を図ることができます。 

第１四半期連結会計期間においては、「1.事業の選択と集中」による、大阪本社への経営

資源の集中が完了いたしました。 

また、上述のとおり、東京支店の企画・販売代理事業の撤退、広島支店の閉鎖、福岡支

店の閉鎖により、各地方へ異動しておりました部長クラスの人材が大阪本社へ集中するこ
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とにより、当初予定していたとおり、大阪での営業基盤はさらに強固なものとなっており

ます。 

第１四半期中の営業成績については、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する等、リバイバルプランの成果は既

に顕在化しております。通期累計期間においては、売上高 775 百万円、営業利益 275 百万

円となる見込みであります。  

 

③ 戸建分譲事業の推進 

「1.事業の選択と集中」による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。

第１四半期において実験的におこなった戸建販売についても、売り出し後、早期販売を実

施することが適った等、今後の当社における事業領域におけるポートフォリオにおいて、

シナジーを発揮していける領域であると当社では判断しております。通期累計期間におい

ては、売上高 466 百万円、営業利益 83百万円となる見込みであります。 

 

（２）流動化事業の資金化  

平成 21 年第１四半期終了時点において、物件 1棟の売却を実施したことにより、物件の

資金化を実現いたしました。 

第２四半期以降においては、９月１日公表の「販売用不動産の売却に関するお知らせ」

にありますとおり、当社が投資不動産を取得後、バリューアップを図った上で売却、及び

事業用地の取得、企画開発、賃貸収入を獲得することを目的とした不動産２物件について

の売却が適ったことにより有利子負債の大幅な圧縮を実現いたしました。 

今後におきましても、「ＳＣリバイバルプラン」にて公表のとおり、「2.流動化事業の資

金化」を引き続き推進してまいります。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を図ってまいります。平成 20 年７月

～平成 21年３月におきましては、物件取得１件、売却物件２件にとどまる計画を予定して

おります。通期累計期間においては、売上高 3,168 百万円、営業利益 68百万円となる見込

みであります。 

 

（３）不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化 

 平成 21年第１四半期終了時点において、当社保有のマンションを当初予定しておりまし

た推移で販売を実施いたしました。また上述いたしました流動化物件２件を売却したこと

により、残債務 368,600 千円を長期返済へと条件変更することを借入先の金融機関と合意

いたしました。これにより、大幅な資産のオフバランス化を実現いたしました。   
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第１四半期連結会計期間において、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ます。しかしながら、現在当社にお

きましては、「ＳＣリバイバルプラン」にて公表のとおり「3.不動産の売却等を含めた保有

資産のオフバランス化」を遂行しており、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

改善を図っております。これにより、当初予算において下期以降予定しておりました買取

再販事業の販売用マンションの取得販売を中止いたしました。 

今後におきましても、「ＳＣリバイバルプラン」にて公表のとおり、「3.不動産の売却等

を含めた保有資産のオフバランス化」を引き続き推進してまいります。通期累計期間にお

いては、売上高 858 百万円、営業利益 110 百万円となる見込みであります。 

 

（４）財務戦略による資金調達 

当社におきましては、ＳＣリバイバルプランにて公表のとおり「4.財務戦略による資金

調達」の項目を追加し、当該プランに係るプロジェクトチームを結成し、様々な手法によ

り資金調達を検討してまいりました。 

平成 20 年５月末日を返済期日としていた借入金 88,400 千円につきましては、定期預金

の解約等により、平成 20 年６月中に返済し延滞状況を解消しておりますが、平成 20 年６

月末日時点におきましても、役員報酬を含む一部人件費及び経費の支払い対して一時的な

遅延状態が発生する等、当社は短期的な資金繰りにおいて企業存続に係わる危機的状況に

ありました。 

平成 20 年７月 14 日現在においても、役員報酬及び一部経費 66,500 千円の支払いに対し

ては遅延状態が継続しましたが、平成 20年 7月末において当社保有物件１件の売却が適っ

たため役員報酬及び一部経費の支払い遅延状態については改善いたしました。 

しかしながら、当社発行の金融機関保証による社債の償還期限も直近に到来することか

ら、当社におきましては、早急、且つ、短期間に断続して発生いたします支出への対応が

可能な資金調達の手法として平成 20 年７月 14 日取締役会において、転換社債型新株予約

権付社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）及び第１回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）

の併用によるファイナンスの実施を決議しました。 

平成 20 年７月 30 日公表の「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＭＳＣＢ）（第

三者割当）及び行使価額修正条項付第１回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）の発

行中止に関するお知らせ」にありますとおり、当該第 1 回無担保転換社債型新株予約権付

社債（ＭＳＣＢ）（第三者割当）及び第 1 回新株予約権（ＭＳワラント）（第三者割当）の

発行決議以降において、交渉を継続してまいりました間接金融における資金調達の目処が

立つにいたったことにより、当該新株予約権付社債及び第 1 回新株予約権の発行中止を決

議いたしました。 

しかしながら、決議日以降におきまして、現状の予断を許さない不動産市況における、
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上場している不動産企業の経営破たんが継続している状況や当社の株価の状況が乱高下し

ている等の理由により、当該相手先との交渉が難航し、いまだ間接金融の目処が立ってお

りません。 

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、たな卸資産評価損

1,206 百万円を計上したことを主因として、四半期純損失は 1,337 百万円となり、これによ

り第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。 

平成 20 年８月 14 日公表の「平成 21 年３月期第 1四半期決算短信」において、継続企業

の前提に関する注記に記載いたしました平成 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 千円の返済につきましては、当該不動産２物件の売却

に伴い、当該 1 年内長期借入金を含む不動産担保融資の残債務 368,600 千円を長期返済に

条件変更することを合意し、平成 20 年８月末時点で実行いたしております。これにより、

当社におきましては平成 20 年９月末日を返済期限とする当該信用不安懸念は払拭されるも

のと認識しております。 

しかしながら、当社の財務状況は、現在におきましても予断を許さない状況にあり、資

金調達に際し多様な資金調達手段を検討してまいりましたが、間接金融による資金調達に

おきましては、現在でも継続して交渉・依頼を行っておりますが、未だ市況の不透明感か

らその貸出姿勢は厳格なものであり、現在の当社の脆弱な財務状況からも、間接金融によ

る資金調達は極めて困難な状況にあります。 

このような状況の中、短期借入金の返済、社債償還への充当、一時支出への資金に充当

することにより、金融機関に対しての信用維持並びに財務体質の改善、ＳＣリバイバルプ

ランの遂行によって、収益構造の安定化及び財務体質の健全化を図っていくためにも、資

金調達が必要であると考え、平成 20 年９月９日開催の当社取締役会において、第三者割当

による新株式及び第１回新株予約権の発行を決議いたしました。 

当社の資金繰りにおきましては、当該物件の売却が適ったことにより、有利子負債の大

幅な圧縮を実現しておりますが、現在、当社におきましては、短期的な資金繰りにおいて

企業存続に係わる危機的状況にあります。直近の資金繰りにおきましては、短期借入金の

返済、並びに当社発行の金融機関保証による社債の償還期限も到来することから、早急、

且つ短期間に断続して発生いたします支出への対応が可能な資金調達の手法として、当該

新株式及び新株予約権によるファイナンスの実施を決定させていただきました。 

これらの実施により、短期的な資金繰りにおける企業存続の危機的状況を打破し、現在

遂行中のリバイバルプランを遅延無く遂行させることで、継続した安定収益基盤の確立は

成されていくものと考えております。 

資金調達における具体的な資金の使途は、①短期借入金の返済費用 130,000 千円、②金

融機関保証による社債の償還への充当資金 50,000 千円、③一時支出への充当資金 8,500 千

円（コスト管理の強化と固定経費及び販売管理費の圧縮のための各種解約費用等や運転資
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金：8,500 千円）であります。 

今後におきましても、「ＳＣリバイバルプラン」にて公表のとおり、「4.財務戦略による

資金調達」について、今後の経営状況や不動産市況等の当社グループを取り巻く事業及び

金融・経済環境を見据えながら実行してまいります。 

 

４．上場維持にむけて 

当社におきましては、上述いたしました、ＳＣリバイバルプランを早期に実行し、収益

基盤の回復、並びに財務状況の改善を、全社員が一致協力、一丸となって取り組むことに

より、上場維持にむけて努力してまいります。 

なお、今般本書面をジャスダック証券取引所に提出することによりまして、上場時価総

額 5億円以上への回復の期限が平成 21年３月末までに延長されます。 

株主、投資家の皆様におきましてはご理解を頂き、企業評価を高めて行くことで上場を

維持していきたいと考えております。 

 

 

以  上 


