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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 24,366 ― △5,825 ― △6,256 ― △9,572 ―

20年3月期第2四半期 28,662 16.1 690 ― 352 ― 215 ―

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 △141.62 ―

20年3月期第2四半期 3.19 3.17

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 55,293 6,346 11.5 93.90
20年3月期 68,938 15,916 23.1 235.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,346百万円 20年3月期  15,916百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

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  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

通期 53,800 △9.7 △6,000 ― △6,700 ― △10,800 ― △159.78

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、３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想は、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  68,650,478株 20年3月期  68,650,478株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,055,805株 20年3月期  1,080,669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  67,593,847株 20年3月期第2四半期  67,605,338株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融市場の混乱に加え、原油及び原材料価格の高騰により企業収益が低下するとともに、物価上昇や所

得の伸び悩みにより個人消費が低迷するなど、景気の後退色が一段と強まりを見せました。  

 住宅・不動産業界においては、改正建築基準法の影響による新設住宅着工戸数の低迷や建築コストの上

昇、また、金融市場の急変による不動産市場への資金流入の急減などにより、金融機関の融資姿勢が厳格

化するなど事業環境は急激に変化いたしました。  

 分譲マンション市場においても、景気後退懸念や建設・不動産関連企業の相次ぐ経営破綻により、主力

購買層である一次取得者層の買い控え傾向は顕著となり、販売が長期化するなど、極めて厳しい事業環境

となりました。  

 このような経営環境下において当社グループは、完成在庫及び新規分譲マンションの販売に注力すると

ともに、分譲マンション市場の回復には相当の時間を要すると判断し、一部開発事業用地を前倒しで売却

し、たな卸資産の圧縮に努めてまいりました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は243億66百万円（前年同期比15.0％減）となりまし

た。しかしながら、現在の厳しい事業環境を乗り切り、将来に向けた経営基盤の再構築を行うためには、

スピードを上げて経営合理化策を推し進めていくことが不可欠であるとの判断から、その一環として、た

な卸資産についても評価見直しを行い、たな卸資産評価損56億８百万円を売上原価に計上いたしました。

これにより、営業損失は58億25百万円（前年同期営業利益６億90百万円）、経常損失は62億56百万円（前

年同期経常利益３億52百万円）となりました。  

 さらに、平成20年６月に実施いたしました希望退職関連の損失計上、下期に売却を予定している固定資

産に対する減損損失の計上、また、取引先の経営破綻による工事債権の貸倒引当金繰入額の計上を含む31

億１百万円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は95億72百万円（前年同期四半期純利益２億

15百万円）となりました。  
  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

[マンション分譲事業]  

  マンション分譲事業部門では、「Angelブレイユ八王子」（東京都八王子市）、「Angelザ・グランドハ

ーツ」（東京都大田区）等150戸の引渡しを行い、売上高は45億76百万円となりました。しかしながら、

不動産市況の急速な悪化に伴い、分譲マンション市場の回復には相当の時間を要すると判断し、たな卸資

産の評価を見直し収益性の低下による簿価切下げを実施いたしました。これにより、売上原価に、たな卸

資産評価損34億12百万円を計上することとなり、営業損失は37億65百万円となりました。  

[その他不動産事業]  

  その他不動産事業部門では、当社において一部開発事業用地を前倒しで売却したことにより、売上高62

億64百万円となりました。しかしながら、主に収益不動産の評価を見直し収益性の低下による簿価切下げ

を実施したことにより、売上原価に、たな卸資産評価損21億96百万円を計上することとなり、営業損失は

20億44百万円となりました。  

[建設事業]  

 建設事業部門では、マンションディベロッパーからの建設受注工事を抑制し、当社の事業基盤である京

浜地区を中心とした一般事業会社に対する提案型の営業活動を行ってまいりました。この結果、当第２四

半期連結累計期間における受注高は26億20百万円となり、受注残高は21億99百万円となりました。  

 また、売上高は23億50百万円となり、営業利益は21百万円となりました。  

[レジャー事業]  

 レジャー事業部門では、アミューズメント事業を中心に概ね期初計画どおり進捗し、売上高111億74百

万円となり、営業利益は２億61百万円となりました。 
  

資産合計は、マンション完成在庫の減少及び一部開発事業用地を前倒しで売却したこと、また、たな卸

資産の評価見直しによる簿価切下げを実施したことにより、たな卸資産が減少し、前連結会計年度末に比

べ136億45百万円減少し552億93百万円となりました。  

 負債合計は、仕入債務及び有利子負債の減少により、前連結会計年度末に比べ40億76百万円減少し489

億46百万円となりました。なお、平成20年９月において、新たに新株予約権付社債の発行により39億円の

資金調達を実施し、第７回無担保転換社債39億34百万円を償還しております。  

 純資産合計は、四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ95億69百万円減少し63億46百万円

となりました。これにより、自己資本比率は11.5％となり、１株当たり純資産は93円90銭となりました。

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純損

失93億46百万円の計上となりましたが、たな卸資産の売却による資金回収及び仕入債務の減少により27億

49百万円の資金増加となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、アミューズメント事業のリニューアル投資を実施したことによ

り４億75百万円の資金減少となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、マンションプロジェクト資金借入の返済に伴い借入金が減少

し、29億91百万円の資金減少となりました。また、新株予約権付社債の発行による39億円の資金調達を実

施し、第７回無担保転換社債39億34百万円の償還を行いました。  

 これにより、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ７

億17百万円減少し、13億23百万円となりました。  
  

本日別途公表いたしました「平成21年３月期業績予想の修正、並びに経営改善計画策定に関するお知ら

せ」に記載のとおり、当社の主力事業であるマンション分譲事業における売上高の減少、たな卸資産評価

損の計上及び固定資産の減損損失の計上等により、平成21年３月期の連結業績予想につきましては、売上

高538億円、営業損失60億円、経常損失67億円、当期純損失108億円と修正させていただきます。 
  

     

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
 該当事項はありません。  

  
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。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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 平成19年３月14

日)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 平成19年

３月14日)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工事契約に関する会計基準の適用 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期請負工事（工期１年超かつ請負金額１億

円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月

１日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、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、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ66百万円減少し、

税金等調整前四半期純損失は77百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

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 53,800 △ 9.7 △ 6,000 ─ △ 6,700 ― △ 10,800 ― △ 159 78

平成21年３月期の個別業績予想（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）

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 30,000 △ 8.8 △ 6,600 ― △ 7,100 ― △ 9,600 ― △ 142 2

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)

(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

(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
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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：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 1,323 2,041 

受取手形及び不動産事業未収入金等 841 1,751 

販売用不動産 10,500 14,306 

不動産事業支出金 18,939 22,895 

未成工事支出金等 145 2,163 

その他 1,701 1,659 

貸倒引当金 △49 △47 

流動資産合計 33,402 44,770 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 12,716 13,865 

土地 13,492 14,205 

その他 2,030 2,215 

減価償却累計額 △7,321 △7,320 

有形固定資産合計 20,918 22,966 

無形固定資産 

のれん 191 202 

その他 19 21 

無形固定資産合計 210 223 

投資その他の資産 

破産更生債権等 1,017 － 

その他 761 978 

貸倒引当金 △1,017 － 

投資その他の資産合計 761 978 

固定資産合計 21,890 24,168 

資産合計 55,293 68,938 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び不動産事業未払金等 1,603 3,333 

短期借入金 29,774 23,253 

1年内償還予定の転換社債 － 3,934 

未払法人税等 60 142 

不動産事業受入金等 843 1,030 

賞与引当金 114 113 

その他 1,788 860 

流動負債合計 34,185 32,666 

固定負債 

新株予約権付社債 3,900 － 

長期借入金 10,354 19,837 

退職給付引当金 46 45 

その他 460 474 

固定負債合計 14,760 20,356 

負債合計 48,946 53,022 

純資産の部 

株主資本 

資本金 15,000 16,008 

資本剰余金 339 1,835 

利益剰余金 △8,853 △1,784 

自己株式 △138 △142 

株主資本合計 6,346 15,916 

純資産合計 6,346 15,916 

負債純資産合計 55,293 68,938 
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(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 24,366 

売上原価 26,929 

売上総損失（△） △2,563 

販売費及び一般管理費 3,262 

営業損失（△） △5,825 

営業外収益 

受取利息 1 

その他 48 

営業外収益合計 50 

営業外費用 

支払利息 470 

その他 10 

営業外費用合計 481 

経常損失（△） △6,256 

特別利益 

前期損益修正益 10 

特別利益合計 11 

特別損失 

固定資産売却損 13 

固定資産除却損 19 

退職特別加算金 153 

退職給付費用 128 

減損損失 1,769 

貸倒引当金繰入額 1,017 

特別損失合計 3,101 

税金等調整前四半期純損失（△） △9,346 

法人税、住民税及び事業税 42 

法人税等調整額 184 

法人税等合計 226 

四半期純損失（△） △9,572 
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(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（△） △9,346 

減価償却費 360 

たな卸資産評価損 5,608 

減損損失 1,769 

受取利息及び受取配当金 △2 

支払利息 470 

有形固定資産売却損益（△は益） 12 

有形固定資産除却損 284 

退職給付費用 128 

売上債権の増減額（△は増加） 899 

不動産事業受入金等の増減額（△は減少） △155 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,142 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,729 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,018 

その他 △133 

小計 3,324 

利息及び配当金の受取額 2 

利息の支払額 △467 

法人税等の支払額 △110 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,749 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △381 

有形固定資産の売却による収入 15 

その他 △109 

投資活動によるキャッシュ・フロー △475 

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） △319 

長期借入れによる収入 2,569 

長期借入金の返済による支出 △5,211 

社債の発行による収入 3,900 

社債の償還による支出 △3,934 

自己株式の取得による支出 △1 

その他 5 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,991 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △717 

現金及び現金同等物の期首残高 2,041 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,323 
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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。 

  

当社グループは、前連結会計年度において34億38百万円の当期純損失を計上し、事業の再構築に向け

て希望退職等の経営合理化策を進めてまいりました。しかしながら、当第２四半期連結累計期間におい

ても、住宅・不動産業界では、改正建築基準法の影響による新設住宅着工戸数の低迷や建築コストの上

昇、金融市場の急変による不動産市場への資金流入の急減などにより、金融機関の融資姿勢が厳格化す

るなど事業環境は急激に変化いたしました。また、当社の主力事業である分譲マンション市場では、景

気後退懸念や建設・不動産関連企業の相次ぐ経営破綻により、主力購買層である一次取得者層の買い控

え傾向は顕著となり、販売が長期化するなど、極めて厳しい事業環境となりました。  

 当社グループは、現在の厳しい事業環境を乗り切り、将来に向けた経営基盤の再構築を行うために

は、スピードを上げて経営合理化策を推し進めていくことが不可欠であるとの判断から、たな卸資産に

ついても評価を見直し収益性の低下による簿価切下げを実施したことにより、営業損失58億25百万円、

経常損失62億56百万円を計上いたしました。  

 さらに、平成20年６月に実施いたしました希望退職関連の損失、下期に売却を予定している固定資産

に対する減損損失、また、取引先の経営破綻による工事債権の貸倒引当金繰入額等の特別損失を計上し

たことにより、四半期純損失95億72百万円を計上いたしました。  

 また、当第２四半期連結累計期間において多額の四半期純損失を計上することとなったため、平成19

年３月23日締結のシンジケートローン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生しております。  

 当該状況により、当社グループ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。  

当社グループは、当該状況を解消するために平成20年11月13日開催の当社取締役会において以下のと

おり「経営改善計画」を策定いたしました。  

 

①事業計画の基本方針  

 1．不動産事業  

 マンション分譲事業においては、完成在庫及び保有プロジェクトの販売価格等の見直しを行い早期完

売を目指すとともに、資金回収に努めます。なお、新規プロジェクトの開発を当面見合わせることによ

り、事業規模の縮小を図ります。  

また今後は、不動産仲介等によるフィービジネスの獲得にも注力してまいります。  

 2．建設事業  

 事業拠点である東京都大田区を中心とするエリアに集中した地域密着営業を行い、与信管理の徹底と

収益確保を図るとともに、利益率の改善に努めます。また、営業人員を増員するとともに、不動産ノウ

ハウを活かした効率的な営業を行い受注拡大を目指します。  

 

②その他の経営合理化策  

 1．役員報酬の減額  

 経営責任を明確化するため、役員報酬の減額を実施いたします。  

 2．経営効率の改善  

 マンション分譲事業の大幅な規模縮小に伴い、事業規模に見合った組織及び人員体制とするため大幅

な人員削減を断行し人件費を大幅に削減するとともに、徹底した固定費の削減を行います。これによ

り、事業部（建設・不動産）を一本化し効率的な営業体制を築き、人的資源の有効活用を図ります。  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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 3．資産売却による有利子負債の削減  

 積極的に保有資産の売却を実施し、有利子負債を大幅に削減し金利負担の軽減を図るとともに、資金

繰りの確保に努めます。  

  

上記の経営改善計画を実行することを前提に、大株主であるプロスペクト・グループ並びに主要な金

融機関より必要資金等についての協力方針の継続について確認を得ております。従いまして、今後一年

間は事業継続に懸念は無いものと判断しております。  

 

 なお、財務制限条項に抵触したシンジケートローン契約につきましては、主幹事行をはじめ取引金融

機関の皆様に対して、期限の利益喪失による返済を回避する方向で交渉を行ってまいります。  

 

 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。  

  

【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) 

 

（注）会計処理基準等の変更 

第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しており

ます。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の建設事業の営業利益が66百

万円増加しております。 

  

    平成20年６月20日開催の第51回定時株主総会決議の効力が、平成20年７月31日付けで発生し 

   たことにより、資本金と資本準備金をそれぞれ1,008百万円、944百万円減少させ、同額をその 

   他資本剰余金へ振り替え、利益準備金を20百万円減少させ、同額をその他利益剰余金へ振り替 

   えております。また、同日付けで、その他資本剰余金2,504百万円をもって、繰越利益剰余金の 

   欠損填補をしております。この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本金は15,000百 

   万円、その他資本剰余金は339百万円となっております。 

  

  

(5) セグメント情報

マンション 
分譲事業 
(百万円)

その他
不動産事業
(百万円)

建設事業
(百万円)

レジャー
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売 上 高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

4,576 6,264 2,350 11,174 24,366 ─ 24,366

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 11 12 70 95 (95) ─

計 4,576 6,276 2,363 11,245 24,462 (95) 24,366

営業利益又は営業損失(△) △3,765 △2,044 21 261 △5,527 (297) △5,825

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第２四半期連結累計期間における契約・受注実績を、事業の種類別セグメントごとに示すと、次の

とおりであります。 
   契約高・受注高 

 
  

   契約残高・受注残高 

 
  

当第２四半期連結累計期間における売上実績を、事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 
  

 
(注) １ 当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

２ 売上高総額に対する割合が、100分の10以上の相手先はありません。 

３ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他
 生産、受注及び販売の状況

(1) 契約・受注実績

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間

（百万円）

マンション分譲事業 6,327

建設事業 2,620

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間

（百万円）

マンション分譲事業 3,475

建設事業 2,199

(2) 売上実績

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間

（百万円）

マンション分譲事業 4,576

その他不動産事業 6,264

建設事業 2,350

レジャー事業 11,174

合計 24,366
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

 「参考資料」

 (1)前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
   不動産事業売上高 12,820

   完成工事高 3,310

   レジャ－事業売上高 12,531 28,662 100.0

Ⅱ 売上原価

   不動産事業売上原価 10,020

   完成工事原価 3,004

   レジャ－事業売上原価 10,888 23,913 83.4

   売上総利益

    不動産事業総利益 2,800

    完成工事総利益 305

    レジャ－事業総利益 1,643 4,749 16.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,058 14.2

   営業利益 690 2.4

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 2

   その他 51 54 0.2

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 380

   その他 11 392 1.4

   経常利益 352 1.2

Ⅵ 特別損失

   固定資産売却損 64

   固定資産除却損 1 65 0.2

   税金等調整前中間純利益 286 1.0

   法人税、住民税及び事業税 69

法人税等調整額 1 71 0.2

中間純利益 215 0.8
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 (2)前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 286

   減価償却費 370

   退職給付引当金の増加 
   額

6

   受取利息及び受取配当金 △ 3

   支払利息 380

   有形固定資産売却損 64

   有形固定資産除却損 309

   売上債権の増加(△)額 △ 1,548

   不動産事業受入金等の 
   減少(△)額

△ 700

   たな卸資産の増加額(△) △ 6,602

   仕入債務の減少(△)額 △ 986

   その他 66

    小計 △ 8,356

   利息及び配当金の受取額 3

   利息の支払額 △ 432

   法人税等の支払額 △ 49

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 8,834

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得 
   による支出

△ 462

   有形固定資産の売却 
   による収入

24

   その他 △ 89

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 527

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 6,095

   長期借入れによる収入 7,139

   長期借入金の返済による
   支出

△ 7,098

   自己株式の取得による支出 △ 20

   配当金の支払額 △ 184

   その他 2

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

5,933

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  減少額(△)

△ 3,428

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

6,913

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高

3,484
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