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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,827 ― △1,851 ― △2,036 ― △2,301 ―

20年3月期第2四半期 12,854 98.2 5 ― △769 ― △12 ―

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2四半期 △5.47 ―

20年3月期第2四半期 △0.19 ―

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2四半期 11,840 5,879 49.7 △10.07

20年3月期 15,449 8,177 52.9 △4.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,879百万円 20年3月期  8,177百万円

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,700 △50.0 △1,890 ― △2,230 ― △2,490 ― △6.44

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） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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10月29日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
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2四半期  471,433,970株 20年3月期  471,433,970株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  968,765株 20年3月期  967,672株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  470,465,983株 20年3月期第2四半期  466,755,009株



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２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、昨年来のサブプライムローン問題に端を発する米国金融危機が世

界経済に波及し、輸出の伸び悩みや物価上昇による個人消費の低迷など、景気後退懸念が一段と強まっております。

　不動産業界におきましては、経済情勢の後退を受けて、不動産をめぐる資金調達環境の悪化、地価の下落、売買取

引の停滞等を招いており、大変厳しい事業環境となっております。

　このような状況の下、当第２四半期については、商品物件の販売に向けて積極的な営業活動を図るとともに、経費

の削減と有利子負債の圧縮に努めました。

　売上高については、７月以降、群馬県高崎市のマンション分譲を開始し、９月より順次引渡を始めたほか、賃貸収

益マンション３棟を販売いたしましたが、東京都港区の開発物件が成約に至らず計画未達となりました。

　営業利益及び経常利益については、期初予想以上に経済情勢や不動産市況が悪化したことに伴い保有不動産に係る

たな卸資産の簿価切下げ1,729百万円を売上原価に計上したこと等から損失計上となりました。

　特別損益については、貸倒引当金戻入48百万円を特別利益に計上した一方、物件取得のための売買契約に係る契約

解除損244百万円及び賃貸不動産に係る固定資産の減損損失49百万円等、計311百万円の特別損失を計上しました。

　以上の結果、当第２四半期（６ヶ月）の業績は、売上高1,827百万円、営業損失1,851百万円、経常損失2,036百万円、

四半期純損失2,301百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における総資産は、11,840百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,608百万円減少しました。こ

れは主に販売及び簿価切下げに伴う販売用不動産等のたな卸資産の減少1,327百万円、短期貸付金の回収による減少

600百万円、営業出資金の払戻し等による減少449百万円等によるものです。

　負債は、5,961百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,310百万円減少しました。これは主に有利子負債の減少

524百万円、営業外支払手形の減少500百万円等によるものです。

　純資産は、5,879百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,297百万円減少しました。これは主に四半期純損失

2,301百万円を計上したことによるものです。これらにより自己資本比率は49.7％となり、前連結会計年度末に比べて

3.3ポイント減少しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の不動産業界の見通しにつきましては、市場環境は悪化の一途をたどっており、第２四半期累計期間と同様に

10月以降も、不動産市況の低迷、売買取引の停滞が避けられない状況が続くと予想されることにより、売上について

は、第２四半期において簿価の切下げ等を行ったこともあり、当初予定しておりました金額での売却が見込めないた

め、通期の業績予想につきましても、当初予想に対して大幅に減少する見込みです。

　具体的には、不動産物件の販売4,700百万円、マンションおよび宅地分譲870百万円および賃料収入300百万円の売上

高を見込んでおります。

　以上のような状況により、先般、通期の業績予想を、売上高7,700百万円、営業利益△1,890百万円、経常利益△

2,230百万円、当期純利益△2,490百万円に修正いたしました。

　詳細につきましては、平成20年10月29日に公表いたしました「特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧下さい。

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

　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

　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）資本金および資本準備金の額の減少

　平成20年６月25日開催の当社第62回定時株主総会において、資本金および資本準備金の額の減少議案が承認可

決され、平成20年８月１日にその効力が発生いたしました。その要領は、資本金の額30,112,019,900円のうち

25,112,019,900円および資本準備金の額14,907,211,304円の全額を減少し、その他資本剰余金に振替え、増加後

のその他資本剰余金のうち43,118,609,998円を欠損填補に充当しました。なお、資本金の額の減少に際して、発

行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 619 1,240

受取手形及び売掛金 15 1

販売用不動産 8,644 9,733

その他のたな卸資産 0 239

営業出資金 330 779

その他 390 1,010

貸倒引当金 △0 △9

流動資産合計 9,999 12,994

固定資産   

有形固定資産 1,428 1,549

無形固定資産 0 0

投資その他の資産 412 904

固定資産合計 1,840 2,454

資産合計 11,840 15,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 76 74

短期借入金 639 820

1年内償還予定の社債 144 －

1年内返済予定の長期借入金 3,491 3,751

未払法人税等 10 77

引当金 81 164

その他 257 860

流動負債合計 4,699 5,747

固定負債   

社債 546 762

長期借入金 38 50

引当金 2 5

その他 675 705

固定負債合計 1,262 1,523

負債合計 5,961 7,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 30,112

資本剰余金 3,778 21,784

利益剰余金 △2,298 △43,118

自己株式 △600 △600

株主資本合計 5,879 8,177

純資産合計 5,879 8,177

負債純資産合計 11,840 15,449



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,827

売上原価 3,214

売上総損失（△） △1,386

販売費及び一般管理費 465

営業損失（△） △1,851

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 2

デリバティブ評価益 6

その他 12

営業外収益合計 28

営業外費用  

支払利息 169

その他 44

営業外費用合計 213

経常損失（△） △2,036

特別利益  

貸倒引当金戻入額 48

特別利益合計 48

特別損失  

投資有価証券評価損 5

出資金評価損 12

減損損失 49

契約解除損 244

特別損失合計 311

税金等調整前四半期純損失（△） △2,299

法人税、住民税及び事業税 1

法人税等合計 1

四半期純損失（△） △2,301



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △2,299

減価償却費 23

減損損失 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △812

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 169

投資有価証券評価損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） △12

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,327

営業出資金の増減額（△は増加） 449

仕入債務の増減額（△は減少） 1

未払消費税等の増減額（△は減少） △68

営業外支払手形の増減額（△は減少） △500

その他 937

小計 △735

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △169

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △899

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 116

有形固定資産の取得による支出 △7

投資有価証券の売却による収入 60

貸付金の回収による収入 610

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー 797

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △181

長期借入金の返済による支出 △271

社債の償還による支出 △72

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627

現金及び現金同等物の期首残高 1,117

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 123

現金及び現金同等物の四半期末残高 613



　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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　　当社グループは不動産事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　　海外売上がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　平成20年６月25日開催の当社第62回定時株主総会において、資本金および資本準備金の額の減少議案が承認可

決され、平成20年８月１日にその効力が発生いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本

金が25,112百万円、資本準備金の額が14,907百万円、その他資本剰余金が3,099百万円減少するとともに、その他

利益剰余金が43,118百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金は5,000百万円、資本準備金は－

百万円、その他資本剰余金は3,778百万円、その他利益剰余金は四半期純損失の計上による減少を含め△2,298百

万円となっております。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  12,854 100.0

Ⅱ　売上原価  11,719 91.2

売上総利益  1,134 8.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,128 8.8

営業利益  5 0.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び配当金 5   

２．投資有価証券売却益 23   

３．その他 33 63 0.5

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 677   

２．その他 160 838 6.5

経常損失  769 △6.0

Ⅵ　特別利益    

１．契約解除益 781 781 6.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 17   

２．減損損失 5 23 0.2

税金等調整前中間純損失  11 △0.1

法人税、住民税及び事業税 1 1 0.0

中間純損失  12 △0.1



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益（△純損失） △11

減価償却費 30

減損損失 5

のれん償却額 19

無形固定資産の償却額 11

貸倒引当金の増加額（△減少額） △18

退職給付引当金の増加額（△減少額） △4

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 677

投資有価証券評価損 0

投資有価証券評価益 △0

投資有価証券売却損 0

投資有価証券売却益 △23

有形固定資産除却損 17

売上債権の減少額（△増加額） 35

たな卸資産の減少額（△増加額） 24,234

営業出資金の減少額（△増加額） △1,278

仕入債務の増加額（△減少額） △85

未払消費税の増加額（△減少額） 50

その他 △502

小計 23,151

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △748

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,401

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻しによる収入 80

有形固定資産の取得による支出 △8

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 41

貸付けによる支出 △1,158

貸付金の回収による収入 0

その他　 97

投資活動によるキャッシュ・フロー △948

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額（△減少額） △25,819

長期借入による収入 181

長期借入金の返済による支出 △3,288

社債の償還による支出 △72

株式の発行による収入 11,339

配当金の支払額 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,660

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 3,792

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 981

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 4,774
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