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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 1,917 ― △2,728 ― △2,726 ― △3,188 ―
20年3月期第2四半期 14,476 ― 1,100 ― 1,073 ― 669 ―

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 △53.59 ―
20年3月期第2四半期 11.25 11.22

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 29,533 7,220 24.4 120.94
20年3月期 42,743 10,515 24.6 176.44

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,194百万円 20年3月期  10,496百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 2.00

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 21,000 △19.4 △2,400 ― △1,900 ― △2,500 ― △42.03

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  有  

（注）詳細につきましては、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。  

(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）詳細につきましては、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） 

1.本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において入手可能は情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績
等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については３ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関
する定性的情報をご覧ください。 
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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期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 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  59,496,186株 20年3月期  59,496,186株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  11,225株 20年3月期  9,724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  59,485,784株 20年3月期第2四半期  59,487,320株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 754,066 4,261,210

受取手形及び売掛金 61,629 89,955

有価証券 278 277

商品 18,853,968 17,459,042

原材料 69 －

仕掛品 21,094 2,474,223

販売用不動産信託受益権 5,781,463 14,040,633

営業投資有価証券 2,615,088 1,175,127

その他 1,357,752 1,744,564

貸倒引当金 △2,701 △2,570

投資損失引当金 △1,430,386 －

流動資産合計 28,012,320 41,242,461

固定資産   

有形固定資産 751,767 532,471

無形固定資産   

のれん 425,469 498,475

その他 28,801 12,328

無形固定資産合計 454,270 510,804

投資その他の資産   

投資有価証券 157,797 202,303

その他 190,045 287,513

貸倒引当金 △32,974 △32,914

投資その他の資産合計 314,868 456,902

固定資産合計 1,520,905 1,500,178

繰延資産 － 73

資産合計 29,533,225 42,742,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 340,972 1,846,976

短期借入金 1,163,500 12,671,500

1年内返済予定の長期借入金 3,975,180 4,296,234

未払法人税等 44,565 626,164

引当金 46,510 15,331

その他 1,202,889 1,943,446

流動負債合計 6,773,616 21,399,651

固定負債   

長期借入金 14,816,343 10,122,033

引当金 142,953 120,291



（単位：千円）

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) 

その他 579,955 586,151

固定負債合計 15,539,252 10,828,474

負債合計 22,312,868 32,228,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,487,759 5,487,759

資本剰余金 3,829,147 3,829,147

利益剰余金 △2,217,625 1,084,064

自己株式 △2,840 △2,620

株主資本合計 7,096,441 10,398,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 469 593

土地再評価差額金 97,125 97,125

評価・換算差額等合計 97,594 97,717

新株予約権 4,930 4,930

少数株主持分 21,392 13,589

純資産合計 7,220,358 10,514,587

負債純資産合計 29,533,225 42,742,712



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 1,917,432

売上原価 3,604,060

売上総損失（△） △1,686,627

販売費及び一般管理費  

給料 205,817

のれん償却額 73,571

貸倒引当金繰入額 191

役員賞与引当金繰入額 30,000

賞与引当金繰入額 14,909

退職給付引当金繰入額 1,268

役員退職慰労引当金繰入額 23,319

その他 691,935

販売費及び一般管理費合計 1,041,009

営業損失（△） △2,727,636

営業外収益  

受取利息 12,976

受取配当金 1,272

投資事業組合運用益 11,577

負ののれん償却額 565

違約金収入 400,000

その他 11,683

営業外収益合計 438,073

営業外費用  

支払利息 200,461

違約金損失 189,690

その他 46,175

営業外費用合計 436,326

経常損失（△） △2,725,890

特別利益  

固定資産売却益 542

その他 209

特別利益合計 751

特別損失  

固定資産売却損 417

販売用不動産評価損 95,606

減損損失 7,898

その他 25,291

特別損失合計 129,212

税金等調整前四半期純損失（△） △2,854,350

法人税、住民税及び事業税 60,920



（単位：千円）

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) 

法人税等調整額 264,668

法人税等合計 325,589

少数株主利益 7,803

四半期純損失（△） △3,187,742



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △2,854,350

減価償却費 22,160

違約金損失 189,690

減損損失 7,898

投資事業組合運用損益（△は益） △11,577

のれん償却額 73,571

負ののれん償却額 △565

違約金収入 △400,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,178

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,430,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,319

受取利息及び受取配当金 △14,248

支払利息 200,461

販売用不動産評価損 1,011,428

有形固定資産売却損益（△は益） △125

売上債権の増減額（△は増加） 28,326

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,706

販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） △136,626

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △12,575

営業貸付金の増減額（△は増加） △500,000

仕入債務の増減額（△は減少） △1,506,004

未払金の増減額（△は減少） △61,299

その他 345,475

小計 △2,086,771

利息及び配当金の受取額 14,245

利息の支払額 △223,159

法人税等の支払額 △506,462

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,802,147



（単位：千円）

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) 

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 6,000

有形固定資産の取得による支出 △247,577

有形固定資産の売却による収入 2,759

無形固定資産の取得による支出 △9,184

投資有価証券の取得による支出 △24,038

投資有価証券の売却による収入 55,872

貸付けによる支出 △33,520

差入保証金の差入による支出 △4,721

差入保証金の回収による収入 20,036

その他 3,492

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,882

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 730,000

短期借入金の返済による支出 △5,138,000

長期借入れによる収入 4,688,400

長期借入金の返済による支出 △315,143

配当金の支払額 △126,421

その他 △220

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,194,412

現金及び現金同等物の期首残高 4,012,587

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△232,075

現金及び現金同等物の四半期末残高 586,100
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