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1.  20年9月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 35,387 △46.8 △8,041 ― △8,951 ― △10,256 ―
19年9月期 66,511 18.0 4,408 9.8 2,820 6.3 2,698 3.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年9月期 △52.39 ― △155.5 △11.3 △22.7
19年9月期 13.78 ― 24.9 3.6 6.6

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  ―百万円 19年9月期  ―百万円

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

20年9月期 79,024 1,243 1.6 6.35
19年9月期 79,858 11,947 15.0 61.03

（参考） 自己資本   20年9月期  1,243百万円 19年9月期  11,947百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

20年9月期 △14,795 △494 7,349 6,235
19年9月期 2,857 1,412 1,047 14,163

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年9月期 ― ― ― 2.00 2.00 391 14.5 3.6
20年9月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年9月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ――― ― ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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）

 

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 49,000 327.0 1,880 ― 1,180 ― 1,150 ― 5.87
通期 74,000 109.1 2,150 ― 750 ― 650 ― 3.32
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 20年9月期  195,834,571株 19年9月期  195,834,571株
② 期末自己株式数 20年9月期  60,314株 19年9月期  56,418株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 29,090 △52.3 △8,206 ― △9,144 ― △10,263 ―
19年9月期 60,961 18.6 4,440 8.2 2,792 6.8 2,698 4.6

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年9月期 △52.43 ―
19年9月期 13.79 ―

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

20年9月期 77,043 1,343 1.7 6.86
19年9月期 78,178 12,053 15.4 61.57

（参考） 自己資本 20年9月期  1,343百万円 19年9月期  12,053百万円

2.  21年9月期の個別業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は現時点で得られた情報に基づいて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可能性があります。なお、上記業績予想に関連する事
項は、添付資料３ページを参照して下さい。  

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2四半期累計期間 46,000 439.3 1,850 ― 1,150 ― 1,150 ― 5.87
通期 67,000 130.3 1,900 ― 500 ― 500 ― 2.55

－2－
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１．経営成績
(1)　経営成績に関する分析

①　当期の概況

  当連結会計年度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金融市場の混乱、世界的な

株安、原油高等により景気に対する不透明感が増してまいりました。

　当不動産業界は、昨年６月施行の建築基準法の改正に伴う建築確認の遅延問題、原油・鉄鋼をはじめとする資材

価格の高騰などによる分譲マンション価格の上昇や経済の先行きに対する不安等に伴う顧客の購入意欲の減退など

による分譲マンション市場の低迷、さらに金融市場の混乱等の長期化による不動産投資市場の低迷など、不動産を

取り巻く環境は急激に変化してまいりました。

　このような事業環境のもと、不動産販売事業において、ファミリーマンション事業は、効率的な販売経費の費消

や販売部門の人員増強等一層の販売努力を続けてまいりましたが、市場低迷の影響を受け販売契約が計画どおりに

進捗しなかったこと、また、シングル層向けマンション事業では、市況が当社の想定を上回るスピードで悪化した

ことなどにより、収益が計画を下回ることとなりました。

　一方、請負工事事業やその他事業においては、積極的な営業活動により売上高及び営業利益が前年同期と比して

増加しました。

　また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用を行い、4,637百万円の評価損を売上原価に計上いたし

ました。

　以上により、当連結会計年度の売上高が35,387百万円（前年同期比46.8％減）、営業損失は8,041百万円（前年

同期は4,408百万円の営業利益）、経常損失は8,951百万円（前年同期は2,820百万円の経常利益）となり、財務の

健全性を重視し連結財務諸表提出会社の繰延税金資産を全額取崩したことから、当期純損失は10,256百万円（前年

同期は2,698百万円の当期純利益）となりました。

 

事業の概況 

不動産販売事業

　不動産販売事業は、大型ファミリーマンションの「グローブスクエア」（東京都稲城市）、中・小型マンショ

ンの「ルイシャトレ川口レックスフォート」（埼玉県川口市）、「ルイシャトレ巽東」（大阪市生野区）などを

販売し、またシングル層向けマンションの「ジョイシティ田園調布」（東京都大田区）、「ジョイシティ東大

前」（東京都文京区）などを販売し、当連結会計年度の売上高は29,078百万円（前年同期比52.3％減）、営業損

失は6,970百万円（前年同期は5,857百万円の営業利益）となりました。

 

請負工事事業

　請負工事事業は、建物管理事業との連携を強化した提案型営業を積極的に推進し、当連結会計年度の売上高は

3,319百万円（前年同期比14.1％増）、営業利益は306百万円（前年同期比54.6％増）となりました。

 

その他事業

　その他事業は、建物管理事業において積極的な営業活動により管理戸数が大幅に増加し、また、賃貸管理事業

においてもプロパティマネジメント業務の受注に注力したことから管理戸数が大幅に増加したことなどにより、

当連結会計年度の売上高は3,146百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は318百万円（前年同期比9.9％増）

となりました。

 

（注）１　上記事業の種類別セグメントの金額は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含み、消費税等を　

含んでおりません。

　　　２　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは、事業の実態を踏まえ「不動産販売」に

名称変更しております。

 

②　次期の見通し

　主力の不動産分譲事業は、ファミリーマンション事業、シングル層向けマンション事業とも市場の回復には時間

を要し、引続き厳しい状況が続くものと思われます。この状況の下、当社グループの次期（平成21年９月期）の業

績は、売上高が74,000百万円、営業利益は2,150百万円、経常利益は750百万円、当期純利益は650百万円と見込ん

でおります。
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(2)　財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産合計額は、たな卸資産が増加したものの、現金及び預金が減少したこと並びに現先貸付

金が回収により減少したことにより、前期末比834百万円、1.0％減少し79,024百万円となりました。

 　負債合計額は、借入金の増加などにより前期末比9,870百万円、14.5％増加し77,781百万円となりました。

　純資産合計額は、当期純損失の計上などによる利益剰余金の減少などにより前期末比10,704百万円、89.6％減少

し1,243百万円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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・フローは、仕入債務の増加があったものの、税金等調整前当期純損失の計上やたな

卸資産の増加などにより、14,795百万円の減少（前年同期は2,857百万円の増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得や貸付けなどにより、494百万円の減少（前年同期

は1,412百万円の増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、調達が借入れにより58,648百万円となり、支出が借入金の返済50,911百

万円、配当金の支払387百万円などにより51,298百万円となったことから、7,349百万円の増加（前年同期比

601.7％増）となりました。

　以上により、当連結会計年度のキャッシュ・フローは、7,940百万円減少し、現金及び現金同等物の当連結会計

年度末残高は6,235百万円となりました。

③　キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

自己資本比率（％） 2.4 12.8 12.6 15.0 1.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
16.5 35.7 28.0 19.6 3.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
476.2 6,122.0 ― 1,701.1 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.6 0.5 ― 2.0 ―

（注）１　各指標の基準は下記のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

株式時価総額：会計年度末日の株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

有利子負債：連結貸借対照表計上の負債のうち、利子を支払っている全ての負債の合計額

キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

２　平成18年９月期及び平成20年9月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバ

レッジ・レシオ」は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。　
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(3)　利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策の一つと位置付けております。各事業年度の業績に対応し

た利益分配を基本として安定した株主配当を維持するとともに、財務体質の強化を図るための内部留保の充実等も勘

案して、剰余金の配当を決定しております。

　当事業年度は、当期純損失により期末配当は見送らせていただきますが、安定収益の確保と財務基盤の強化に向け

て役職員一同全力を挙げて業務に取り組み、1日も早い復配を目指す所存であります。

　次期の期末配当につきましては、次期の業績見込みを勘案して、引き続き見送らせていただきます。

 

(4)　事業等のリスク

　当社グループの事業及び経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

には以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものです。

　

①　市場変動

　当社グループは、分譲マンションに関わる事業をコアとしており、首都圏及び近畿圏を中心としたマンション市

場における需給の急激な悪化及び価格競争など、市場が大きく変動した場合には業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　

②　不動産関連法制の変更

　将来において、宅地建物取引業法、建築基準法・都市計画法その他不動産関連法制が変更された場合には、新た

な義務の発生、費用負担の増加などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

③　不動産関連税制の変更

　将来において、不動産関連税制が変更された場合には、不動産の取得・売却時のコスト増加、また、住宅購入顧

客の購買意欲の減退などにより、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

④　瑕疵担保責任

　品質管理には万全を期しておりますが、当社グループが開発・販売するマンションなどにおいて、瑕疵担保責任

による損害賠償責任が発生した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤　金利変動

　今後、金利が上昇した場合には、資金調達コストの増加や住宅購入顧客の購入意欲の減退などにより、業績に影

響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

 当社グループは、当社及び連結子会社２社ほかにより構成され、その主要な事業及び当該各事業における当社及び連結

子会社２社の位置付けは次のとおりです。

 

 

(1)　不動産販売事業 

　当社は、関東・関西地区でマンション等の建設・販売事業を行っており、その販売業務については一部を外部販売

会社に委託しております。

 

(2)　請負工事事業

　ニチモコミュニティ㈱は、マンションほかのリフォーム工事及び電気工事・給排水設備工事等を行っております。

 

(3)　その他事業

　ニチモコミュニティ㈱は、建物管理事業、不動産賃貸・賃貸管理事業及び損害保険代理店業等を行っておりま

す。

　ニチモアセットマネジメント㈱は、不動産投資顧問業等を行っております。

　

以上の事業内容を系統図によって表すと、次のとおりとなります。

 

 
ニ
チ
モ
㈱ 

不
動
産
販
売
事
業 

顧  

客 

マンション等の建設・販売等 

ニチモコミュニティ㈱ 
・請負工事事業 
・その他事業 損害保険代理店業等 不動産賃貸・賃貸管理 

損害保険代理店業等 

リフォーム工事 
建物管理 

ニチモアセットマネジメント㈱ 
・その他事業 

不動産投資顧問業等 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「お客様第一主義」をテーマに掲げ、快適な住環境を実現したマンションの供給、住まわれる方

の立場でマンションの維持管理を行うこと等により、社会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組んで

おります。

(2）目標とする経営指標

　新たな中期経営計画につきましては、現在策定中であり、確定後速やかに公表いたします。

　なお、当社グループの次期（平成21年９月期）は、売上高が74,000百万円、経常利益は750百万円を計画し、その達

成に取り組んでまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは「お客様第一主義」をテーマに掲げ、快適な住環境を実現したマンションの供給、住まわれる方の

立場でマンションの維持管理を行うこと等により、社会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組んでお

ります。

　分譲マンション市場は、地価や資材価格の高騰に伴う販売価格の上昇や景気の先行きに対する不安等により顧客の

購入意欲が減退し、また、シングル層向けマンションの不動産投資市場は、金融市場の混乱の影響を受け低迷してお

ります。

　このような事業環境のもと、当社グループは、以下の施策を実施することにより、次期の「第55期利益計画」（平

成21年９月期）の確実な達成と将来の収益力の向上に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。

基本的な事業方針

　現在の厳しい事業環境が当面続くと予想される状況下、今一度原点に立ち返り、当社の創業以来の主力事業である

「マンション分譲事業」を改めて最重点事業と位置づけ、お客様の多様化するニーズに的確に対応した優良物件を厳

選していくことなどにより、業績の回復を図ってまいります。

　マンション分譲事業においては、自社販売体制を確立して「販売力の強化」を図るとともに、「商品戦略」「エリ

ア戦略」を明確化することなどにより、収益力の向上に努めます。

 

①　マンション分譲事業

ⅰ　販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員のスキルアップ等を図り、自社販売体制を確立します。

これを推し進めることにより、お客様の声を活かした商品企画をより一層充実させてまいります。

ⅱ　商品戦略

　消費者のライフスタイルの多様化に対応して、小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対応できる

ように商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション　

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファミリーマンション・コンパクトマンションにより一層

注力いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込めるシニア向けのマンションに取り組んでまいります。

ⅲ　エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏の事業に優先的に経営資源を投入して、首都圏エリアで

の事業比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選することなどにより収益力の強化を図ります。ま

た、関西圏ではマンション市況の動向を見極めて慎重に対応することとし、名古屋営業所は廃止いたします。

 

②　シングル層向けマンション事業

　当社はシングル層向けマンションを主力事業の一つとして積極的に展開し、業界屈指の供給実績を残してまいり

ましたが、当面市場の先行きが不透明なことから、今後は市場動向を見極めながら、慎重に事業を進めてまいりま

す。
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③　不動産関連事業

　ニチモコミュニティ㈱において展開しておりますリフォーム、建物管理、賃貸管理事業等の不動産関連事業は順

調に成長しており、今後もグループ内の連携を深め、更なる成長、収益力の向上に努めます。

 

④　その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないというお客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してまい

ります。マンション分譲事業やリフォーム事業とのシナジー効果を高めた事業展開を行うことによって、当社にとっ

て新たな需要層を開拓してまいります。

　さらに、リノベーションやマンション分譲事業を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業を展開し、

フィービジネスの収益拡大を図ります。

 

⑤　コスト削減　

ⅰ　販売経費等の削減

　経費を徹底的に見直し、コスト削減を図ってまいります。販売経費については、前述のとおり自社販売体制を

確立して販売委託費を削減するとともに、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。また、名古屋営業所

の廃止や本社等の事務スペースの縮小等により、事務所経費の削減を図ります。

ⅱ　人件費の削減

　人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上させるとともに、先に公表いたしました役員報酬の削減

も含め人件費の削減に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   9,774   6,235  

２　受取手形及び売掛金 ※２  1,704   1,675  

３　たな卸資産 ※２  56,054   64,495  

４　繰延税金資産   1,009   －  

５　現先貸付金   4,389   －  

６　その他   4,918   4,887  

貸倒引当金   △26   △33  

流動資産合計   77,824 97.5  77,260 97.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物  137   127   

減価償却累計額  36 100  55 72  

(2）その他  139   143   

減価償却累計額  89 50  103 40  

有形固定資産合計   151 0.2  112 0.1

２　無形固定資産   288 0.3  179 0.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   562   471  

(2）繰延税金資産   1   －  

(3）その他 ※１  1,317   1,429  

貸倒引当金   △287   △429  

投資その他の資産合計   1,593 2.0  1,470 1.9

固定資産合計   2,032 2.5  1,763 2.2

Ⅲ　繰延資産        

    　創立費   1   1  

 　　 繰延資産合計   1 0.0  1 0.0

  資産合計   79,858 100.0  79,024 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月30日）
当連結会計年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金 ※４  15,357   17,121  

２　短期借入金 ※２  34,440   50,613  

３　未払法人税等   42   10  

４　繰延税金負債   －   5  

５　賞与引当金   342   204  

６　その他   2,668   3,065  

流動負債合計   52,850 66.2  71,020 89.9

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※２  14,164   5,728  

２　退職給付引当金   663   655  

３　役員退職慰労引当金   －   134  

４　その他   233   243  

固定負債合計   15,060 18.8  6,760 8.5

負債合計   67,911 85.0  77,781 98.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   4,063   4,063  

２　資本剰余金   498   498  

３　利益剰余金   7,462   △3,185  

４　自己株式   △4   △5  

株主資本合計   12,020 15.0  1,371 1.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額
金

  △72   △128  

評価・換算差額等合計   △72 △0.0  △128 △0.1

純資産合計   11,947 15.0  1,243 1.6

負債純資産合計   79,858 100.0  79,024 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   66,511 100.0  35,387 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  51,862 78.0  36,250 102.4

売上総損失   － －  863 2.4

売上総利益   14,648 22.0  － －

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  10,240 15.4  7,178 20.3

営業損失   － －  8,041 22.7

　　　営業利益   4,408 6.6  － －

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  110   60   

２　契約違約金収入  41   1,084   

３　受取手数料  31   －   

４　その他  45 229 0.3 108 1,253 3.5

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  1,456   1,445   

２　貸倒引当金繰入額  102   319   

３　その他  258 1,816 2.7 398 2,162 6.1

経常損失   － －  8,951 25.3

経常利益   2,820 4.2  － －

Ⅵ　特別利益        

過年度損益修正益 ※３ 13 13 0.0 39 39 0.1

Ⅶ　特別損失        

１　過年度損益修正損 ※４ 82   5   

２　固定資産除売却損 ※５ 23   －   

３　減損損失 ※６ －   20   

４　投資有価証券評価損　  －   173   

５　役員退職慰労引当金繰入
額　

 －   95   

６　貸倒引当金繰入額　  －   0   

７　その他  － 105 0.1 18 314 0.9

税金等調整前当期純損失   － －  9,226 26.1

税金等調整前当期純利益   2,729 4.1  － －

法人税、住民税及び事業
税

 16   14   

法人税等調整額  14 30 0.0 1,016 1,030 2.9

当期純損失　   － －  10,256 29.0

当期純利益   2,698 4.1  － －
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 株主資本

 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 5,155 △4 9,713

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

当期純利益   2,698  2,698

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 2,307 △0 2,306

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 7,462 △4 12,020

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日残高
（百万円）

5 9,718

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△77 △77

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△77 2,228

平成19年９月30日残高
（百万円）

△72 11,947
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 株主資本

 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 7,462 △4 12,020

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △391  △391

当期純損失   △10,256  △10,256

自己株式の取得    △0 △0

合併による増加額　   △0  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △10,648 △0 △10,648

平成20年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 △3,185 △5 1,371

 評価・換算差額等

純資産合計

 
その他有価証券
評価差額金

平成19年９月30日残高
（百万円）

△72 11,947

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △391

当期純損失  △10,256

自己株式の取得  △0

合併による増加額  △0

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△55 △55

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△55 △10,704

平成20年９月30日残高
（百万円）

△128 1,243
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

１　税金等調整前当期純損失（△）又は
当期純利益

 2,729 △9,226

２　減価償却費  162 163

３　減損損失  － 20

４　貸倒引当金の増加額  118 344

５　受取利息及び受取配当金  △116 △74

６　支払利息  1,456 1,445

７　固定資産除売却損益  23 －

８　投資有価証券評価損  － 173

９　売上債権の減少額  254 29

10　たな卸資産の増加額  △2,363 △8,440

11　前渡金の減少額  236 1,003

12　前払費用の増減額  588 △812

13　仕入債務の増減額  △761 1,763

14　前受金の増減額  △488 848

15　その他  2,326 △543

小計  4,165 △13,304

16　利息及び配当金の受取額  116 72

17　利息の支払額  △1,417 △1,543

18　法人税等の支払額  △7 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,857 △14,795

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　有形無形固定資産の取得による支出  △142 △42

２　有形無形固定資産の売却による収入  0 0

３　投資有価証券の取得による支出  △423 △138

４　出資金の払込による支出  △0 －

５　貸付けによる支出  △3 △322

６　貸付金の回収による収入  1,912 8

７　差入敷金保証金の支出  △10 △32

８　差入敷金保証金の返還による収入  113 3

９　その他  △33 28

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,412 △494
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前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入れによる収入  48,726 51,853

２　短期借入金の返済による支出  △57,833 △43,444

３　長期借入れによる収入  19,954 6,795

４　長期借入金の返済による支出  △9,412 △7,467

５　配当金の支払額  △387 △387

６　その他  △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,047 7,349

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  5,316 △7,940

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  8,847 14,163

Ⅵ　合併により受け入れた現金及び現金同
等物増加額

 － 11

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 14,163 6,235
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　──────　 当社グループの当連結会計年度において、不動産市況の

急激な悪化により売上高が35,387百万円と前連結会計年

度66,511百万円に比し大幅に減少いたしました。また、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用を行い

4,637百万円の評価損を売上原価に計上したことなどによ

り、当期純損失は10,256百万円となりました。その結果、

連結貸借対照表の純資産が前連結会計年度11,947百万円

に対し当連結会計年度は1,243百万円となりました。これ

らの状況から、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、このような状態を脱するために、以下

の施策を実施することにより「第55期利益計画」（平成

21年9月期）の確実な達成と将来の収益力の向上に取り組

み、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消を目指し

てまいります。

1. マンション分譲事業

①販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員

のスキルアップ等を図り、自社販売体制を確立します。

②商品戦略

　小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対

応できるように、商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファ

ミリーマンション・コンパクトマンションにより一層注

力いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込める、シニア向けマン

ション事業に取り組んでまいります。

③エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏

の事業に優先的に経営資源を投入し、同エリアでの事業

比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選

することにより収益力の強化を図ります。また、関西圏

ではマンション市況の動向を見極め慎重に対応すること

とし、名古屋営業所は廃止いたします。

2.不動産関連事業

　ニチモコミュニティ㈱において展開しておりますリ

フォーム、建物管理、賃貸管理事業等の不動産関連事業

は順調に成長しており、今後もグループ内の連携を深め、

更なる成長、収益力の向上に努めます。

3.その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないという

お客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してま

いります。さらに、リノベーションやマンション分譲事

業を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業

を展開し、フィービジネスの収益拡大を図ります。
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前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 4.コスト削減

　①販売経費等の削減

自社販売体制を確立して販売委託費を削減するとと　　

もに、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。

また、名古屋営業所の廃止や本社等の事務スペースの縮

小等により、事務所経費の削減を図ります。

　②人件費の削減

人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上さ

せるとともに、先に公表いたしました役員報酬の削減も

含め人件費の削減に努めてまいります。

 

なお、当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連結財務諸表に

は反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項

 

 

(1）連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

    ニチモコミュニティ株式会社

    ニチモアセットマネジメント株式会社

このうち、ニチモアセットマネジメン

ト株式会社については、当連結会計年

度において新たに設立したことにより

当連結会計年度から連結子会社に含め

ております。

(1）連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

    ニチモコミュニティ株式会社

    ニチモアセットマネジメント株式会社

 

 

 

(2）非連結子会社の名称

ニチモUD株式会社

興化ニチモプラスチック製品有限公

司

揚州ニチモ広興不動産有限公司

昆山金模不動産開発有限公司

(2）非連結子会社の名称

興化ニチモプラスチック製品有限公

司

揚州ニチモ広興不動産有限公司

昆山金模不動産開発有限公司

 

 

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため除外しておりま

す。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため除外しておりま

す。

 

 

 

 

なお、前連結会計年度まで非連結子

会社に含めていたニチモUD株式会社

については、平成20年９月12日付で

ニチモコミュニティ株式会社を存続

会社とした合併により消滅しており

ます。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法非適用会社は、上記非連結子会社４

社及び関連会社揚州ニチモハン溝内装工事

有限公司他１社であります。

持分法非適用会社は当期純損益及び利益剰

余金等に与える影響が軽微であり全体とし

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため持分法の適用はしておりません。

持分法非適用会社は、上記非連結子会社３

社及び関連会社揚州ニチモハン溝内装工事

有限公司他１社であります。

持分法非適用会社は当期純損益及び利益剰

余金等に与える影響が軽微であり全体とし

ても連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため持分法の適用はしておりません。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

同左

４　会計処理基準に関する事

項

 

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(a）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(a）満期保有目的の債券

同左

 

 

 

(b）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

(b）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 

 

②　たな卸資産

個別法による原価法

 

 

 ──────

②　たな卸資産

 個別法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定)

 (会計方針の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成18

年７月５日 企業会計基準第９号）

が平成20年３月31日以前に開始する

連結会計年度に係る連結財務諸表か

ら適用できることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基準

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、営業損失、経常損失及び税

金等調整前当期純損失が4,637百万

円増加しております。

また、当中間連結会計期間は従来の

方法によっており、当連結会計年度

と同一の方法によった場合と比較し

て、営業損失、経常損失及び税金等

調整前中間純損失が65百万円少なく

計上されています。

また、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。

 

 

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

 　　（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年4月1日以後に取

得した有形固定資産の残存価額等に

ついて、改正後の法人税法に規定す

る方法に変更しております。

なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。

また、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。

　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　           同左 

 

  　　　　　 

 

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に規

定する方法により取得価額の５%に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５%相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

なお、この変更による損益への影響

は軽微であります。

また、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。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 

 

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）によっております。

②　無形固定資産

同左

 

 

 

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

創立費は５年間にわたる定額法に

よって償却しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

同左

 

 

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の貸倒れによ

る損失にそなえるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支給にそなえ

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

 

 

③　退職給付引当金

従業員の退職給付にそなえるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。

なお、会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、発生額を翌連

結会計年度に一括費用処理する方法

によっております。

③　退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ──────

 

 

 

④　役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社他1社は、役

員への退職慰労金の支給にそなえる

ため、内規に基づく連結会計年度末

要支給額を計上しております。

 (会計方針の変更）

従来、役員への退職慰労金は支給時

に費用処理しておりましたが、当連

結会計年度から「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会監査・保証実務委員会

報告第42号　平成19年４月13日改

正）を適用しており、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変

更しております。

なお、この変更により、営業損失及

び経常損失が38百万円、税金等調整

前当期純損失が134百万円増加して

おります。

また、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。

 

 

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よって処理しております。ただし、

資産に係る控除対象外消費税等は、

発生連結会計年度の期間費用として

処理しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

同左

 

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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　表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 前連結会計年度において区分掲記していた「受取手数料」

(当連結会計年度13百万円)は、営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、当連結会計年度より営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。　

　追加情報

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 繰延税金資産の回収可能性を判断した結果、当連結会計年

度は、連結財務諸表提出会社の繰延税金資産の全額に対し

て評価性引当額を認識し、繰延税金資産を計上しておりま

せん。この結果、法人税等調整額が1,010百万円発生し、

当期純損失が同額増加しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20年９月30日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資その他の資産「その他」

（出資金）

345百万円 投資その他の資産「その他」

（出資金）

   345百万円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 1,226百万円

たな卸資産 53,268百万円

計 54,495百万円

受取手形及び売掛金      1,087百万円

たな卸資産   63,256百万円

計 64,344百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 34,230百万円

長期借入金 14,164百万円

計 48,394百万円

短期借入金     50,613百万円

長期借入金      5,728百万円

計    56,341百万円

　３　偶発債務 　３　偶発債務

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

1,313百万円

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

     1,154百万円

※４　期末日満期手形

連結会計年度末日に期日の到来する満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決済処理して

おります。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

※４　　　　　　　──────

支払手形 900百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　             ────── ※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価     4,637百万円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目は次のと

おりであります。

広告宣伝費 3,081百万円

支払手数料 1,721百万円

給料手当 1,788百万円

退職給付費用 245百万円

賞与引当金繰入額 338百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費      1,396百万円

支払手数料      744百万円

給料手当      1,859百万円

退職給付費用    298百万円

賞与引当金繰入額    201百万円

役員退職慰労引当金繰入額　 56百万円

貸倒引当金繰入額 26百万円

※３　過年度損益修正益の内訳 ※３　過年度損益修正益の内訳

過年度販売経費等修正額 13百万円 過年度販売経費等修正額   39百万円

※４　過年度損益修正損の内訳 ※４　過年度損益修正損の内訳

過年度現場経費等修正額 82百万円 過年度販売経費等修正額   5百万円

※５　固定資産除売却損の内訳 ※５　　　　　　　　──────

無形固定資産（電話加入権） 0百万円

固定資産撤去費用 23百万円

計 23百万円

※６　　　　　　　────── ※６　減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

 
場所 用途 種類

本社(東京都
千代田区)

事務所設備
建物及び器
具備品

名古屋営業
所(名古屋市
中区)

事務所設備
建物及び器
具備品

 当社グループは、管理会計上の区分をもとにして事業

部門別に、グルーピングを行っており、遊休資産につ

いては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

来期において、事務所の縮小を行う予定であり、それ

に伴い事務所設備の一部廃棄を予定しております。

その結果、廃棄予定資産は回収可能価額をないもとし

て評価し、当該減少額を減損損失（20百万円）として

特別損失に計上しました。その内訳は、建物付属設備

20百万円、器具備品0百万円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 195,834 － － 195,834

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 51 4 － 56

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月21日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成18年９月30日 平成18年12月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 391 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 195,834 － － 195,834

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（千株） 56 3 － 60

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３　配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月20日

定時株主総会
普通株式 391 2.00 平成19年９月30日 平成19年12月21日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成19年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 9,774百万円

現先貸付金 4,389百万円

現金及び現金同等物 14,163百万円

現金及び預金勘定 6,235百万円

現金及び現金同等物  6,235百万円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

11 4 7

合計 11 4 7

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

9 4 5

合計 9 4 5

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

１年内  1百万円

１年超  3百万円

合計  5百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 

 ２　オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

　(減損損失について)

　 リース資産に配分された減損損失はありません。

２　　　　　　　　──────

１年内 85百万円

１年超 －百万円

合計 85百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年９月30日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの）
   

国債・地方債等 14 15 0

小計 14 15 0

（時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの）
   

国債・地方債等 25 25 △0

小計 25 25 △0

合計 40 40 △0

　（注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」

（差入保証金）に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの）
   

株式 196 205 9

小計 196 205 9

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの）
   

株式 406 324 △82

小計 406 324 △82

合計 602 530 △72

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 金額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 32

合計 32
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５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債等 － － 40 －

合計 － － 40 －

当連結会計年度（平成20年９月30日現在）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの）
   

国債・地方債等 50 50 0

小計 50 50 0

（時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの）
   

国債・地方債等 10 10 △0

小計 10 10 △0

合計 60 60 0

　(注）　満期保有目的の債券で時価のあるものの国債・地方債等は、連結貸借対照表の投資その他の資産の「その他」

（差入保証金）に計上しております。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの）
   

株式 － － －

小計 － － －

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの）
   

株式 567 438 △128

小計 567 438 △128

合計 567 438 △128

　(注)　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について173百万円の減損処理を行っております。　

　　

 

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。
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４　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 金額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 32

合計 32

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券     

国債・地方債等 10 － 50 －

合計 10 － 50 －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成19年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成20年９月30日現在）

　デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

当社及び連結子会社は、全国不動産業厚生年金基金に

加入しており、当該厚生年金基金制度は退職給付会計

実務指針33項の例外処理を行う制度であります。

同基金の年金資産残高のうち、当社及び連結子会社の

加入員数により按分した連結会計年度末の年金資産残

高は1,333百万円となります。

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適

格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。

当社及び連結子会社は、複数事業主制度による総合設

立型の全国不動産業厚生年金基金に加入しており、要

拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主

制度に関する事項は次のとおりであります。

(1)制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31

日現在)

①年金資産の額 30,478百万円

②年金財政計算上の給付債務の額 31,519百万円

③差引額（①-②） △1,041百万円

(2)制度全体に占める当社及び連結子会社の給与総

　 額割合(平成20年3月分)

　 当社及び連結子会社の割合　　　　　　  4.1％

(3)補足説明

　 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

　 の過去勤務債務残高△6,844百万円、別途積立金

　 5,287百万円であります。本制度における過去勤

　 務債務の償却方法は、期間20年の元利均等償却で

 　あります。

２　退職給付債務に関する事項

（平成19年９月30日現在）

２　退職給付債務に関する事項

（平成20年９月30日現在）

イ　退職給付債務 △1,356百万円

ロ　年金資産 359百万円

ハ　未積立退職給付債務

（イ＋ロ）
△997百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処

理額
302百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 31百万円

ヘ　退職給付引当金

（ハ＋ニ＋ホ）
△663百万円

イ　退職給付債務 △1,383百万円

ロ　年金資産 387百万円

ハ　未積立退職給付債務

　　（イ+ロ)
△995百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処

理額
264百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 75百万円

ヘ　退職給付引当金

　　（ハ＋ニ＋ホ）
△655百万円

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

 

（注）１連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

　　　　　   ２当社は、平成20年10月1日に適格退職年金

制度を確定給付型の確定給付企業年金制度

へ制度変更を行っております。これに伴い、

同日付で退職給付債務16百万円が減少し、

同額の未認識過去勤務債務(債務の減額)が

発生しております。
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前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

３　退職給付費用に関する事項

（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

イ　勤務費用 193百万円

ロ　利息費用 22百万円

ハ　期待運用収益 △8百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用

処理額
37百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処

理額
0百万円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
245百万円

イ　勤務費用  215百万円

ロ　利息費用  24百万円

ハ　期待運用収益 △9百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用

処理額
 37百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処

理額
31百万円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
 298百万円

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、「イ　勤務費用」に計上し

ております。

２　厚生年金基金の代行部分を含めて記載し

ております。

　　　　（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、「イ　勤務費用」に計上し

ております。

　　　 ２　上記退職給付費用以外に割増退職金４

百万円を支払っており、特別損失とし

て計上しております。

 ３　厚生年金基金の代行部分を含めて記載

しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 3.0％

ニ　数理計算上の差異の処理

年数

1年（発生翌年度

に一括費用処理）

ホ　会計基準変更時差異の処

理年数
15年

イ　退職給付見込額の期間配

分方法
期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 3.0％

ニ　数理計算上の差異の処理

年数

1年（発生翌年度

に一括費用処理）

ホ　会計基準変更時差異の処

理年数
15年

　　────── （追加情報）

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14

号 平成19年５月15日）を適用しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
113百万円

賞与引当金損金不算入額 139百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
268百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
188百万円

税務上の繰越欠損金 8,269百万円

その他 131百万円

繰延税金資産小計 9,111百万円

評価性引当額 △8,100百万円

繰延税金資産合計 1,010百万円

 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △0百万円

 繰延税金負債合計 △0百万円

 繰延税金資産の純額 1,010百万円

繰延税金資産  

たな卸資産評価損損金不算入

額
 1,887百万円

貸倒引当金損金算入限度超過

額
 174百万円

賞与引当金損金不算入額 83百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
   265百万円

役員退職慰労引当金損金不算

入額
   54百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
   188百万円

投資有価証券評価損損金不算

入額
   70百万円

税務上の繰越欠損金   9,996百万円

その他    159百万円

繰延税金資産小計 12,881百万円

評価性引当額 △12,875百万円

繰延税金資産合計      5百万円

 繰延税金負債  

前払費用 　 △10百万円

 繰延税金負債合計 　 △10百万円

 繰延税金負債の純額      △5百万円

平成19年９月30日現在の繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

平成20年９月30日現在の繰延税金負債の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,009百万円

固定資産－繰延税金資産 1百万円

固定負債－その他 △0百万円

流動負債－その他 　 △5百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

住民税均等割 0.26

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.79

評価性引当額 △40.25

その他 △0.38

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
1.11

 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため記載

を省略しております。 
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（企業結合等関係）

　前連結会計年度(自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日)

　  該当事項はありません。

 

　当連結会計年度(自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日)

　  共通支配下の取引等

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要

　　　(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　　　  ① 合併存続会社

　　　　　 名称　　　　ニチモコミュニティ株式会社

　　 　　  事業の内容　請負工事事業他

　　　　② 合併消滅会社

　　　　　 名称　　　　ニチモUD株式会社

　　　　　 事業の内容　不動産の売買及び賃貸業

　　　(2) 企業結合の法的形式

           ニチモコミュニティ株式会社(連結子会社）を存続会社、ニチモUD株式会社（非連結子会社）を消滅会社と

　　　　　 する吸収合併

      (3) 結合後企業の名称

           ニチモコミュニティ株式会社

　　　(4) 取引の目的を含む取引の概要

　　　　① 合併の目的

　　　　　 経営統合によるグループ内のコスト削減化を図るため。

　　　　② 合併の期日

　　　　　 平成20年９月12日　

　　③ 合併の形式

ニチモコミュニティ株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、ニチモUD株式会社は合併後消滅してお

ります。

なお、完全子会社同士の合併であるため、新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払いは行ってお

りません。　

　　２．実施した会計処理の概要

当該企業結合は、「企業結合に係る会計基準」、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」に基づく共通支配下の取引に該当し、ニチモコミュニティ株式会社は、ニチモUD株式会社から引き継いだ

資産及び負債を、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額を基礎として会計処理しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
不動産分譲
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 60,949 2,781 2,780 66,511 － 66,511

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 129 8 137 (137) －

計 60,949 2,910 2,789 66,649 (137) 66,511

営業費用 55,091 2,712 2,499 60,303 1,799 62,102

営業利益 5,857 197 290 6,345 (1,936) 4,408

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 70,523 823 810 72,156 7,702 79,858

減価償却費 37 17 17 72 90 162

資本的支出 57 2 14 74 73 147

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産分譲　　　　中高層住宅及び戸建住宅の分譲

請負工事　　　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

２　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の金額は1,881百万円であり、その主なものは

連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,745百万円であり、その主なものは連結財務諸表

提出会社及び連結子会社の投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より有形固定資産の残存価額等について、改正後の法人税法に規定する方法に変更しております。この変

更による損益への影響は軽微であります。
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

 
不動産販売
（百万円）

請負工事
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 29,078 3,211 3,098 35,387 － 35,387

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 108 47 156 (156) －

計 29,078 3,319 3,146 35,544 (156) 35,387

営業費用 36,048 3,013 2,827 41,889 1,540 43,429

営業利益又は損失（△） △6,970 306 318 △6,345 (1,696) △8,041

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 74,624 795 735 76,156 2,868 79,024

減価償却費 38 18 19 76 86 163

減損損失　 8 － － 8 12 20

資本的支出 12 － 13 25 12 38

　（注）１　事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売　　　　中高層住宅及び戸建住宅の分譲

請負工事　　　　　中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工

その他　　　　　　中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

２　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の金額は1,664百万円であり、その主なも

のは連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

３　資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は2,916百万円であり、その主なものは連結財務

諸表提出会社及び連結子会社の投資資金及び管理部門に係る資産等であります。

４　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ、「不動産販売」に名称変

更しております。

５　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（追加情報）に記載のとおり、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に規定する方法により取得価額の５%に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５%相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。この変更による損益への影響は軽微であります。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」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、当連結会計年度における「不動産販売」の営業費用及び営業損

失は4,637百万円増加し、資産が同額減少しております。

７　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）に記載のとおり、従来、役員へ

の退職慰労金は支給時に費用処理しておりましたが、当連結会計年度から内規に基づく連結会計年度末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。

なお、この変更により「消去又は全社」のセグメントの営業費用が38百万円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19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在外支店がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年10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在外支店がないため該当事項はありません。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

(1）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内容
（注）１

取引金額
（百万円）

科目
（注）2

期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
ニチモUD

㈱

東京都　

千代田区
10 不動産業 直接　 100 － －

貸付金回収 1,903
長期貸付

金
208

受取利息 57 － －

　（注）１　ニチモUD㈱への貸付金に対しては、市場金利を勘案して貸付利率を決定しております。

　　　　２　ニチモUD㈱への貸付条件のうち、返済期限を平成21年９月30日に変更しております。なお、担保は受け入れ

ておりません。

３　ニチモUD㈱への長期貸付金に対し、当連結会計年度において合計102百万円の貸倒引当金繰入額を計上してお

ります。これにより、貸倒引当金は合計196百万円となっております。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

(1）子会社等

　該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度の子会社（ニチモUD㈱）への長期貸付金（208百万円）については、平成20年９月12日を

もって子会社（ニチモコミュニティ㈱）に吸収合併され、合併会社であるニチモコミュニティ㈱より全額返済さ

れております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 61.03円

１株当たり当期純利益 13.78円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額      6.35円

１株当たり当期純損失  52.39円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益 2,698百万円      △10,256百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 　－百万円

普通株式に係る当期純利益 2,698百万円     △10,256百万円

普通株式の期中平均株式数 195,780千株        195,776千株

（重要な後発事象）

　   該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   8,585   4,918  

２　売掛金 ※１  1,252   1,143  

３　販売用土地建物 ※１  4,742   12,467  

４　開発用土地建物 ※１  51,223   51,880  

５　前渡金   1,504   501  

６　前払費用   2,230   3,138  

７　繰延税金資産   1,009   －  

８　現先貸付金   4,389   －  

９　預け金   973   －  

10　その他   99   1,104  

貸倒引当金   △23   △30  

流動資産合計   75,986 97.2  75,125 97.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  84   75   

減価償却累計額  15 68  29 45  

(2）器具備品  85   86   

減価償却累計額  48 36  59 27  

有形固定資産合計   105 0.1  73 0.1

２　無形固定資産        

(1）商標権   2   2  

(2）ソフトウェア   198   113  

(3）電話加入権   6   6  

無形固定資産合計   208 0.3  122 0.2
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   559   469  

(2）関係会社株式   506   506  

(3）出資金   2   2  

(4）関係会社出資金   275   275  

(5）長期貸付金　   －   322  

(6）従業員長期貸付金   11   9  

(7）関係会社長期貸付金   208   －  

(8）破産・更生債権等   87   98  

(9）長期前払費用   0   0  

(10）繰延税金資産   1   －  

(11）その他   512   462  

貸倒引当金   △287   △424  

投資その他の資産合計   1,878 2.4  1,723 2.2

固定資産合計   2,192 2.8  1,918 2.5

資産合計   78,178 100.0  77,043 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形 ※３  11,210   8,839  

２　買掛金   3,274   7,336  

３　短期借入金 ※１  23,144   31,553  

４　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  11,296   19,060  

５　未払金   913   645  

６　未払費用   0   34  

７　未払法人税等   31   6  

８　前受金   837   1,476  

９　預り金   347   129  

10　賞与引当金   230   103  

11　その他   12   17  

流動負債合計   51,298 65.6  69,202 89.8

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  14,164   5,728  

２　退職給付引当金   570   544  

３　役員退職慰労引当金　   －   106  

４　預り保証金   91   119  

固定負債合計   14,826 19.0  6,498 8.5

負債合計   66,125 84.6  75,700 98.3
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   4,063   4,063  

２　資本剰余金        

資本準備金  498   498   

資本剰余金合計   498   498  

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  76   116   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  7,492   △3,201   

利益剰余金合計   7,569   △3,085  

４　自己株式   △4   △5  

株主資本合計   12,127 15.5  1,471 1.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額
金

  △73   △128  

評価・換算差額等合計   △73 △0.1  △128 △0.2

純資産合計   12,053 15.4  1,343 1.7

負債純資産合計   78,178 100.0  77,043 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高        

１　土地建物売上高  60,887   29,072   

２　その他の営業収入  73 60,961 100.0 17 29,090 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　土地建物売上原価 ※１ 47,916   31,904   

２　その他の営業費用  26 47,943 78.6 4 31,908 109.7

売上総損失   －   2,818 9.7

売上総利益   13,018 21.4  － －

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  8,578 14.1  5,388 18.5

営業損失   － －  8,206 28.2

　　　営業利益   4,440 7.3  － －

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 ※２ 109   59   

２　契約違約金収入  41   1,084   

３　受取手数料  32   －   

４　その他  37 220 0.4 106 1,250 4.3

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  1,456   1,445   

２　貸倒引当金繰入額  102   319   

３　その他  309 1,868 3.1 423 2,187 7.5

　　経常損失   － －  9,144 31.4

　　経常利益   2,792 4.6  － －

Ⅵ　特別利益        

過年度損益修正益 ※４ 8 8 0.0 208 208 0.7
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１　過年度損益修正損 ※５ 67   1   

２　固定資産除売却損 ※６ 13   －   

３　減損損失 ※７ －   20   

４　投資有価証券評価損  －   173   

５　役員退職慰労引当金繰入
額

 －   95   

６　貸倒引当金繰入額  －   0   

７　その他  － 81 0.1 18 310 1.1

税引前当期純損失   － －  9,246 31.8

　税引前当期純利益   2,718 4.5  － －

法人税、住民税及び事業
税

 5   6   

法人税等調整額  14 20 0.1 1,010 1,017 3.5

当期純損失   － －  10,263 35.3

当期純利益   2,698 4.4  － －
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 37 5,224 △4 9,820

事業年度中の変動額

剰余金の配当   39 △430  △391

当期純利益    2,698  2,698

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

     －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 39 2,268 △0 2,306

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成18年９月30日残高
（百万円）

4 9,824

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △391

当期純利益  2,698

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

△77 △77

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△77 2,229

平成19年９月30日残高
（百万円）

△73 12,053
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当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 76 7,492 △4 12,127

事業年度中の変動額

剰余金の配当   39 △430  △391

当期純損失    △10,263  △10,263

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

      

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 39 △10,694 △0 △10,655

平成20年９月30日残高
（百万円）

4,063 498 116 △3,201 △5 1,471

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成19年９月30日残高
（百万円）

△73 12,053

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △391

当期純損失  △10,263

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 （純額）

△55 △55

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△55 △10,710

平成20年９月30日残高
（百万円）

△128 1,343
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　────── 当社の当事業年度において、不動産市況の急激な悪化に

より売上高が29,090百万円と前事業年度60,961百万円に

比し大幅に減少いたしました。また、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」の早期適用を行い4,637百万円の評価

損を売上原価に計上したことなどにより、当期純損失は

10,263百万円となりました。その結果、貸借対照表の純

資産が前事業年度12,053百万円に対し当事業年度は1,343

百万円となりました。これらの状況から、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。

当社は、このような状態を脱するために、以下の施策を

実施することにより「第55期利益計画」（平成21年9月

期）の確実な達成と将来の収益力の向上に取り組み、継

続企業の前提に関する重要な疑義の解消を目指してまい

ります。

1.マンション分譲事業

①販売力の強化（自社販売体制の確立）

　販売力の強化に向けて、販売部門の人員増強、販売員

のスキルアップ等を図り、自社販売体制を確立します。

②商品戦略

　小世帯から高齢世帯までの様々なタイプのお客様に対

応できるように、商品ラインナップを充実いたします。

・ファミリーマンション・コンパクトマンション

　長年培ってきた信用力と商品企画力をベースに、ファ

ミリーマンション・コンパクトマンションにより一層注

力いたします。

・シニア向けマンション

　高齢化に伴い需要の拡大が見込める、シニア向けマン

ション事業に取り組んでまいります。

③エリア戦略

　中期的に人口が増加し堅調な需要が見込まれる首都圏

の事業に優先的に経営資源を投入し、同エリアでの事業

比率を高めるとともに、利便性の高い好立地物件を厳選

することにより収益力の強化を図ります。また、関西圏

ではマンション市況の動向を見極め慎重に対応すること

とし、名古屋営業所は廃止いたします。

2.その他事業（リノベーション事業、仲介事業の展開）

　都市部に住みたいが新築物件には手が届かないという

お客様に対応すべく、リノベーション事業を展開してま

いります。さらに、リノベーションやマンション分譲事

業を通じて得る様々な情報を有効に活用すべく仲介事業

を展開し、フィービジネスの収益拡大を図ります。
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前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 3.コスト削減

①販売経費等の削減

　自社販売体制を確立して販売委託費を削減するととも

に、効果的な広告展開を図り広告費等を削減します。ま

た、名古屋営業所の廃止や本社等の事務スペースの縮小

等により、事務所経費の削減を図ります。

②人件費の削減

　人員の適正配置、事務の効率化を図り、生産性を向上

させるとともに、先に公表いたしました役員報酬の削減

も含め人件費の削減に努めてまいります。

　

なお、当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財務諸表には反映し

ておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

 

 

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 

 

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

 

 

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）販売用土地建物

個別法による原価法

(1）販売用土地建物

    個別法による原価法(貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定)

 

 

(2）開発用土地建物

個別法による原価法

(2）開発用土地建物

    個別法による原価法(貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定)

 

 

　──────

 

(会計方針の変更)

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第９号)が平成20

年３月31日以前に開始する事業年度に

係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から同

会計基準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、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失が4,637百万円増加してお

ります。

また、当中間会計期間は従来の方法に

よっており、当事業年度と同一の方法

によった場合と比較して、営業損失、

経常損失及び税引前中間純損失が65百

万円少なく計上されています。
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(1）有形固定資産

同左

 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4月1日以後に取得した有

形固定資産の残存価額等について、改

正後の法人税法に規定する方法に変更

しております。

なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。　 

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につ

いては、改正前の法人税法に規定する

方法により取得価額の５%に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得価額

の５%相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。

 

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、償却年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）によっております。

(2）無形固定資産

同左

４　引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる

損失にそなえるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給にそなえる

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付にそなえるため、当

期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上し

ております。

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しており

ます。

数理計算上の差異は、発生額を翌期に

一括費用処理する方法によっておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 

 

　────── (4) 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給にそなえ

るため、内規に基づく事業年度末要支

給額を計上しております。　

  (会計方針の変更)

従来、役員への退職慰労金は支給時に

費用処理しておりましたが、当事業年

度から「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」(日本公認会計士協会　監

査・保証実務委員会報告第42号　平成

19年４月13日改正)を適用しており、

内規に基づく事業年度末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する方法

に変更しております。

なお、この変更により、営業損失及び

経常損失が11百万円、税引前当期純損

失が106百万円増加しております。

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

て処理しております。

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、発生事業年度の期間費用として処理

しております。

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（貸借対照表）

前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示し

ていた「預け金」（前事業年度437百万円）は、資産の総

額の100分の１を超えたため、当事業年度より「預け金」

として区分掲記しております。

前事業年度において区分掲記していた「立替金」（当事業

年度27百万円）は資産の総額の100分の１以下となったた

め、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。

（貸借対照表）

前事業年度において区分掲記していた「預け金」（当事業

年度675百万円）は、資産の総額の100分の１以下となった

ため、当事業年度より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

追加情報

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

 ────── 繰延税金資産の回収可能性を判断した結果、当事業年度は、

当社の繰延税金資産の全額に対して評価性引当額を認識し、

繰延税金資産を計上しておりません。この結果、法人税等

調整額が1,010百万円発生し、当期純損失が同額増加して

おります。

ニチモ株式会社（8839）　平成20年９月期　決算短信

－51－



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

売掛金 1,226百万円

販売用土地建物 3,024百万円

開発用土地建物 50,244百万円

計 54,495百万円

売掛金 1,087百万円

販売用土地建物     11,470百万円

開発用土地建物     51,786百万円

計    64,344百万円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 22,934百万円

一年以内返済予定の
長期借入金

11,296百万円

長期借入金 14,164百万円

計 48,394百万円

短期借入金     31,553百万円

一年以内返済予定の
長期借入金

    19,060百万円

長期借入金      5,728百万円

計     56,341百万円

　２　偶発債務 　２　偶発債務

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

1,313百万円

顧客住宅ローンに関する抵当

権設定登記完了までの金融機

関及び住宅金融専門会社等に

対する連帯保証債務等

     1,154百万円

※３　期末日満期手形

事業年度末日に期日の到来する満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理しており

ます。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が事業年度末残高に含まれ

ております。

※３　　　　　　　　──────

支払手形 877百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１　　　　　　　────── ※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額。

土地建物売上原価  4,637百万円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２　　　　　　　　──────

関係会社よりの受取利息 57百万円

※３　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※３　販売費及び一般管理費の主要な費目

広告宣伝費 3,078百万円

販売促進費 486百万円

支払手数料 1,647百万円

給料手当 1,004百万円

退職給付費用 170百万円

減価償却費 117百万円

賞与引当金繰入額 230百万円

貸倒引当金繰入額 24百万円

広告宣伝費 1,394百万円

販売促進費 349百万円

支払手数料 670百万円

給料手当 1,029百万円

退職給付費用 208百万円

減価償却費 116百万円

賞与引当金繰入額 103百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

貸倒引当金繰入額 20百万円

なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね　

83対17であります。

なお、販売費と一般管理費との割合は、おおむね　

76対24であります。

※４　過年度損益修正益の内訳 ※４　過年度損益修正益の内訳

過年度販売経費等修正額 8百万円 貸倒引当金戻入額     196百万円

過年度販売経費等修正額     12百万円

計    208百万円

※５　過年度損益修正損の内訳 ※５　過年度損益修正損の内訳

過年度現場経費等修正額 67百万円 過年度販売経費等修正額 1百万円

※６　固定資産除売却損の内訳 ※６　　　　　　　──────

固定資産撤去費用 13百万円

※７　　　　　　　────── ※７　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

 
場所 用途 種類

本社(東京都
千代田区)

事務所設備
建物及び器
具備品

名古屋営業
所(名古屋市
中区)

事務所設備
建物及び器
具備品

 当社は、管理会計上の区分をもとにして事業部門別に、

グルーピングを行っており、遊休資産については個別

資産ごとにグルーピングを行っております。

来期において、事務所の縮小を行う予定であり、それ

に伴い事務所設備の一部廃棄を予定しております。

その結果、廃棄予定資産は回収可能価額をないもとし

て評価し、当該減少額を減損損失（20百万円）として

特別損失に計上しました。その内訳は、建物付属設備

20百万円、器具備品0百万円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 51 4 － 56

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 56 3 － 60

（変動事由の概要）

　増加数は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 8 2 5

器具備品 2 1 1

合計 11 4 7

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

車両運搬具 6 2 4

器具備品 2 1 1

合計 9 4 5

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

１年内  1百万円

１年超  3百万円

合計  5百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

（注）　　　　　　　 同左

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 

　(減損損失について)

　 リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成20年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
113百万円

賞与引当金損金不算入額 93百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
232百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
180百万円

税務上の繰越欠損金 8,269百万円

その他 125百万円

繰延税金資産小計 9,015百万円

評価性引当額 △8,004百万円

繰延税金資産合計 1,010百万円

繰延税金資産の純額 1,010百万円

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過

額
   173百万円

賞与引当金損金不算入額   41百万円

退職給付引当金損金算入限度

超過額
   221百万円

関係会社株式及び関係会社出

資金評価損損金不算入額
   180百万円

役員退職慰労引当金損金不算

入額
   43百万円

たな卸資産評価損損金不算入

額　
   1,887百万円

投資有価証券評価損損金不算

入額　
 70百万円

税務上の繰越欠損金    9,996百万円

その他    145百万円

繰延税金資産小計 12,760百万円

評価性引当額 △12,760百万円

繰延税金資産合計      －百万円

繰延税金資産の純額      －百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別内訳

 ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

住民税均等割 0.21

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.73

評価性引当額 △40.83

その他 △0.06

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
0.74

 

当事業年度は税引前当期純損失のため記載を省略して

おります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 61.57円

１株当たり当期純利益 13.79円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 6.86円

１株当たり当期純損失 52.43円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益 2,698百万円 △10,263百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 　－百万円

普通株式に係る当期純利益 2,698百万円      △10,263百万円

普通株式の期中平均株式数 195,780千株        195,776千株

（重要な後発事象）

　   該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

　該当事項はありません。 

 

　　②その他の役員の異動

　　　・執行役員の異動

　　　　退任予定　　　　　菅井　淳（現　執行役員内部監査部長）

 

(2）生産、受注及び販売の状況

 

 事業別売上高の状況

 

 区　分

前連結会計年度 当連結会計年度 増　　　減

金　　　額

(百万円)

構　成　比

(％)

金　　　額

(百万円)

構　成　比

(％)

金　　　額

(百万円)

比　　率

(％)

 不動産販売事業 60,949 91.6 29,078 82.2 △31,871 △52.3

 請負工事事業 2,781 4.2 3,211 9.1 430 15.5

 その他事業 2,780 4.2 3,098 8.7 317 11.4

 合　　計 66,511 100.0 35,387 100.0 △31,123 △46.8

（注）１　上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税

等を含んでおりません。

　　　  ２　前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ「不動産販売」に名称変更

しております。

不動産販売事業の売上高構成表

 

 区　分

前連結会計年度 当連結会計年度 増　　　減

数　　量
金　　額

(百万円)

構 成 比

(％)
数　　量

金　　額

(百万円)

構 成 比

(％)

金　　額

(百万円)

比　　率

(％)

中 高 層 住 宅 2,078戸 58,880 96.6 1,257戸 28,623 98.5 △30,257 △51.4

(関東地区) (1,523戸) (44,153) (72.4) 　(972戸) (20,827) (71.7) (△23,326) (△52.8)

 (関西地区)  (555戸) (14,727) (24.2)  (285戸) (7,796) (26.8) (△6,931) (△47.1)

土　　　　地 958㎡ 2,007 3.3 　563㎡ 449 1.5 △1,558 △77.6

そ 　の　 他 11件 61 0.1 6件 5 0.0 △56 △91.1

 合　　計 ― 60,949 100.0 ― 29,078 100.0 △31,871 △52.3

  （注）上記金額はセグメント間の内部売上高又は振替高を除いた外部顧客に対する売上高によっており、消費税等を含

んでおりません。
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