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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 29,612 ― △555 ― △827 ― △2,871 ―
20年3月期第2四半期 21,582 36.0 1,516 51.6 1,163 47.0 464 46.8

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 △267.07 ―
20年3月期第2四半期 45.09 44.52

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 46,093 9,300 20.2 795.70
20年3月期 45,353 10,482 23.1 1,015.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,300百万円 20年3月期  10,482百万円

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 ― 20.00 20.00
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 66,800 20.5 1,180 △60.3 520 △76.1 △1,880 ― △167.56

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）  有  

(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．をご参照ください。  

(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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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 1 社 （社名 株式会社天幸総建 ） 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  11,820,963株 20年3月期  10,458,715株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  132,015株 20年3月期  132,015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  10,753,400株 20年3月期第2四半期  10,299,568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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国際金融市場の混乱や資源価格高騰の長期化等の懸念材料もあ

り、先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高296億１千２百万円（前

年同期比37.2％増）、営業損失５億５千５百万円（前年同期は15億１千６百万円の利益）、経常損失８億２千７百万

円（前年同期は１１億６千３百万円の利益）、四半期純損失28億７千１百万円（前年同期は４億６千４百万円の利

益）となりました。売上高については、グループの業容拡大とともに増加しておりますが、利益面においては、昨今

の不動産市況の急激な悪化に伴い、商業施設を中心とした開発案件の価格の下落、投資用アパートの販売事業におけ

る売上の低迷を主要因として、営業損失へと転落しております。また、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、期首在庫に係るたな卸資産の評価損として15億７千

６百万円を特別損失に計上したこともあり、四半期純損失を計上しております。 

 サブプライムローンに端を発する信用収縮により、国内不動産の投資市場は大変厳しい状況となっております。し

かしながら、当社が中核としている物流不動産市場は、他のアセットと比べて影響が少なく、また当社の創業以来の

ノウハウによる物流施設開発は底堅い信用を得ております。 

 今般の市況悪化により、当社は、当社の展開する物流不動産の市場性を再認識しており、今後は強みである物流不

動産に集中特化し、強化を進める方針としております。その一環として、８月１日より物流不動産にウェイトを置く

形での当社内の組織変更を行い、また８月５日には、物流ＰＭのシェア拡大となる株式会社天幸総建との経営統合を

行っております。今後もさらに、物流不動産のＰＭ事業・ＡＭ事業の育成に努め、物流不動産業界のマーケットリー

ダーの地位確立に向けて事業を進めていく所存でございます。 

事業の種類別セグメントの概況は、以下の通りであります。 

（ＰＭ事業） 

 売上高は115億６千６百万円（前年同期比52.0％増）となりました。当該事業における当第２四半期連結累計期間

の業績は、８月に経営統合を行った天幸総建が当第２四半期連結会計期間より連結対象となったことにより、売上高

が大幅に増加しております。営業利益につきましては、住居系の賃貸仲介事業を中心とする人員の増強に伴い、販管

費が大幅に拡大しているため、５千１百万円（前年同期は３億３千１百万円の利益）の営業損失となりました。 

 当該事業における今後の見通しとして、事業系については、天幸総建との経営統合をてこに業容拡大を推し進める

方針です。天幸総建は、神奈川エリアを中心に物流不動産のＰＭ事業を展開しており、今回の経営統合により、首都

圏における物流不動産の管理面積が大幅に増加し、ＰＭ事業における強固な基盤が構築されております。この基盤を

活かし、物流不動産業界のマーケットリーダーの地位確立に向け、さらに管理面積を拡大し、安定収益基盤の確保に

努めてまいります。 

 住居系については、昨年より新たなビジネスモデルとして「ドッとあーるｔｏｗｎ」を展開している賃貸仲介事業

の一次的な出店が完了したため、今後のグループの収益に寄与してくるものと考えております。また、賃貸管理事業

においては、投資用アパートの販売事業、賃貸仲介事業との相乗効果により、管理戸数が順調に拡大しており、事業

系と同様に安定収益基盤の確保に努めてまいります。 

（ＡＭ事業） 

 売上高は180億４千６百万円（前年同期比29.1％増）となりました。当該事業における当第２四半期連結累計期間

の業績は、前期に比べ、第２四半期における開発案件の販売件数が増加したため、売上高は大幅に増加しました。営

業利益については、世界的な金融収縮による商業施設を中心とした開発案件の価格下落や投資用アパート販売事業に

おける顧客への融資姿勢の厳格化による厳しい状況の中、財務面を意識し、売却を優先させたため、前年の利益を大

幅に下回る５億８千７百万円（前年同期比73.8％減）の営業利益となっております。 

 当該事業における今後の見通しとして、事業系については、当社の強みとし、また厳しい不動産市況の中でも底堅

く推移する物流不動産へ特化し、市況動向や融資環境を勘案しながら厳選した開発を行い、安定的に優良物件を市場

供給してまいります。 

 住居系については、ＰＭ事業との連携や天幸総建との統合により拡大したオーナーとのネットワークを活用し、投

資用アパートの販売を中心とした収益の安定化を図り、住居系事業全体での基盤構築に努めてまいります。   



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は460億９千３百万円（前期末比1.6％増）、純資産は93億円（前期末

比11.3％減）となりました。 

（資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は460億９千３百万円（前期末比1.6％増）となりました。これは、たな

卸資産の早期売却により流動資産は大幅に減少したものの、当第２四半期連結会計期間より天幸総建が連結対象とな

ったことにより、固定資産が大幅に増加したことによるものです。 

（負債の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は367億９千２百万円（前期末比5.5％増）となりました。これは、たな

卸資産の早期売却により借入金は大幅に減少したものの、当第２四半期連結会計期間より天幸総建が連結対象となっ

たことにより、受入保証金等が増加したことによるものです。 

（純資産の部） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は93億円（前期末比11.3％減）となりました。これは、天幸総建との

株式交換により資本剰余金が増加した一方、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものです。

 

  

キャッシュフローの状況 

 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（以下「資金」という）は、前期末と比較して、12億２

千９百万円減少し、38億４千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、増加した資金は18億２千３百万円（前年同期は45億７千万円の使用）となりました。これは、不

動産市況の悪化に伴い、たな卸資産の早期売却を進めたことが主要因となり、営業活動によるキャッシュフローは増

加しております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、増加した資金は５億７千３百万円（前年同期は１億５千４百万円の使用）となりました。これ

は、貸付金の回収が主要因となり、投資活動によるキャッシュフローは増加しております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、減少した資金は36億２千７百万円（前年同期は65億７千４百万円の獲得）となりました。これは

不動産市況の悪化に伴い、たな卸資産の早期売却を進め、借入金の返済を行ったことにより、財務活動によるキャッ

シュフローは減少しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗や今後の市場環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成 

20年５月15日の決算発表時に公表し、平成20年６月26日に一部修正いたました通期の業績予想を修正しております。

当該予想に関する詳細は、平成20年11月７日「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

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） 

 新規：１社 株式会社天幸総建 

㈱天幸総建は平成20年８月５日に株式交換により完全子会社となったため、当第２四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めております。なお、㈱天幸総建は、資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するた 

め、特定子会社に該当いたします。   

  

（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 

１．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。 

     

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、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、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ289,937千円増加し、税金等調整前 

当期純損失は1,866,706千円増加しております。 

 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。 



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 4,318,901 5,348,742 

完成工事未収入金 169,697 53,314 

未収賃貸料 131,956 88,081 

有価証券 303,146 304,012 

販売用不動産 10,654,804 23,348,703 

未成工事支出金及び仕掛販売用不動産 6,835,881 2,075,562 

前払賃借料 742,922 698,132 

その他 2,430,052 3,171,463 

流動資産合計 25,587,364 35,088,011 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,042,049 1,914,894 

土地 2,040,828 879,638 

その他 350,263 180,593 

減価償却累計額 △2,592,742 △990,071 

有形固定資産合計 3,840,400 1,985,056 

無形固定資産   

のれん 3,232,674 937,864 

その他 408,310 432,549 

無形固定資産合計 3,640,985 1,370,413 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,993,206 1,181,323 

差入保証金 9,765,012 4,769,396 

その他 1,769,810 1,185,101 

貸倒引当金 △506,722 △228,144 

投資その他の資産合計 13,021,306 6,907,677 

固定資産合計 20,502,691 10,263,147 

繰延資産   

繰延資産合計 3,025 2,374 

資産合計 46,093,081 45,353,533 



（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) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,165,725 5,117,113 

短期借入金 9,452,600 10,642,648 

1年内返済予定の長期借入金 6,889,604 6,167,860 

1年内償還予定の社債 664,800 554,400 

未成工事受入金 423,477 206,130 

未払法人税等 467,707 734,157 

前受賃貸料 1,646,444 810,476 

賞与引当金 264,960 228,312 

工事損失引当金 143,055 － 

賃料保証引当金 544,593 290,390 

その他 4,306,610 2,623,245 

流動負債合計 25,969,578 27,374,733 

固定負債   

社債 415,600 540,200 

長期借入金 2,490,500 3,919,510 

退職給付引当金 13,306 12,768 

役員退職慰労引当金 115,130 － 

長期賃料保証引当金 235,545 149,986 

受入保証金 6,798,747 2,503,913 

その他 753,769 369,422 

固定負債合計 10,822,599 7,495,800 

負債合計 36,792,177 34,870,533 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,254,208 3,252,666 

資本剰余金 5,349,836 3,441,518 

利益剰余金 1,278,708 4,289,732 

自己株式 △281,864 △281,864 

株主資本合計 9,600,888 10,702,053 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △299,985 △219,053 

評価・換算差額等合計 △299,985 △219,053 

純資産合計 9,300,903 10,482,999 

負債純資産合計 46,093,081 45,353,533 



（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 29,612,777

売上原価 25,914,254

売上総利益 3,698,523

販売費及び一般管理費 4,253,675

営業損失（△） △555,151

営業外収益  

受取利息及び配当金 42,582

その他 152,621

営業外収益合計 195,203

営業外費用  

支払利息 263,508

支払手数料 135,951

その他 67,609

営業外費用合計 467,069

経常損失（△） △827,017

特別利益  

投資有価証券売却益 16,000

貸倒引当金戻入額 16,415

受取補償金 75,006

その他 5,491

特別利益合計 112,914

特別損失  

販売用不動産評価損 1,576,769

減損損失 24,123

投資有価証券評価損 231,303

その他 136,455

特別損失合計 1,968,651

税金等調整前四半期純損失（△） △2,682,755

法人税等 189,159

四半期純損失（△） △2,871,914



（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（△） △2,682,755

減価償却費 127,799

のれん償却額 151,307

賃料保証引当金の増減額(△は減少) △72,078

工事損失引当金の増減額（△は減少） 143,055

投資有価証券評価損益（△は益） 231,303

販売用不動産評価損 1,576,769

受取利息及び受取配当金 △42,582

支払利息 263,508

売上債権の増減額（△は増加） △39,975

営業貸付金の増減額（△は増加） △70,839

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,540,247

仕入債務の増減額（△は減少） △4,093,747

未成工事受入金の増減額（△は減少） 101,732

預り金の増減額（△は減少） 796,340

前渡金の増減額（△は増加） △162,950

未払金の増減額（△は減少） △236,704

その他 100,770

利息及び配当金の受取額 36,203

利息の支払額 △243,876

法人税等の支払額 △600,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,823,271

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △128,191

投資有価証券の取得による支出 △30,858

投資有価証券の売却による収入 24,000

有形固定資産の取得による支出 △437,535

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

81,204

貸付けによる支出 △26,512

貸付金の回収による収入 743,314

事業譲渡による収入 296,052

その他 52,416

投資活動によるキャッシュ・フロー 573,890



（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) 

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 13,482,000

短期借入金の返済による支出 △14,594,700

長期借入れによる収入 2,063,000

長期借入金の返済による支出 △4,160,891

社債の発行による収入 98,440

社債の償還による支出 △314,200

株式の発行による収入 3,079

配当金の支払額 △203,765

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,627,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,229,875

現金及び現金同等物の期首残高 5,070,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,840,334



（４）継続企業の前提に関する注記 

  

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において827百万円の経常損失および2,871百万円の四半期純損失を

計上しております。 

 当第２四半期連結累計期間における経常損失と四半期純損失の計上、および当連結会計年度における当期純損失

の発生が見込まれることに伴い、当社が金融機関数社と締結しているコミットメントライ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（平成20年９月30日現在の借入実行残高7,094百万円）。これにより、期限の利益

喪失に係る請求を受ける可能性があり、今後の資金繰りへの影響が懸念されることから継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しています。 

 当社グループは、今般の不動産事業市況の悪化に際し、他のアセットと比べ、物流不動産が景気の動向に大きく

左右されないこと、また創業以来のサブリース事業を中核とする事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特

に市場競争力を有するものであることを再認識しており、今後の施策として、物流不動産の開発事業および事業系

不動産のプロパティマネジメント事業への集中特化と、不採算事業からの撤退を軸とした経営資源の再配分による

利益改善計画を策定しております。 

当社グループは当該疑義を解消するため、コミットメントライン契約の参加金融機関と当該条項の適用免除につ

いて協議を行いました。以下のコミットメントライン契約における主要な金融機関には、上記の利益改善計画につ

いての説明を行い、現状においては期限の利益喪失請求は行わないとの連絡を受けており、従来通り支援を受けら

れるものと考えております。 

以上のような状況から当第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間の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連結財務諸表には反映しておりません。 

  

平成20年９月30日現在、対象となるコミットメントライン契約は以下のとおりであります。 

(1) ㈱三井住友銀行を主幹事とする平成20年３月28日付契約 

① 特定融資枠契約の総額：           2,800百万円 

② 平成20年9月30日現在の借入実行残高：2,800百万円 

③ 財務制限条項：各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連結・単体ベースの両方）の

経常損益をそれぞれ損失としないこと。 

(2) ㈱三井住友銀行を主幹事とする平成19年11月20日付契約 

① 特定融資枠契約の総額：       3,300百万円 

② 平成20年9月30日現在の借入実行残高：1,782百万円 

③ 財務制限条項：各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連結・単体ベースの両方）の

経常損益をそれぞれ損失としないこと。 

(3) ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする平成19年９月19日付契約 

① 特定融資枠契約の総額：       8,350百万円 

② 平成20年9月30日現在の借入実行残高：  479百万円 

③ 財務制限条項：各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連結・単体ベースの両方）の

経常損益をそれぞれ損失としないこと。各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連

結・単体ベースの両方）の当期損益をそれぞれ損失としないこと。 

(4) ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を主幹事とする平成20年９月９日付契約 

① 特定融資枠契約の総額：         2,900百万円 

② 平成20年9月30日現在の借入実行残高：2,033百万円 

③ 財務制限条項：各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連結・単体ベースの両方）の

経常損益をそれぞれ損失としないこと。各事業年度末及び第二四半期末において、損益計算書（連

結・単体ベースの両方）の当期損益をそれぞれ損失としないこと。 

  



（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） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

ＰＭ事業：事業系・住居系不動産の賃貸借、管理運営、仲介等 

ＡＭ事業：事業系・住居系不動産の開発事業、販売事業等 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」３．（1）に記載のとおり、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）を

適用しております。この変更に伴い、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営業

利益は、ＡＭ事業で289,937千円減少しております。 

  

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

 連結 
（千円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  11,566,146  18,046,631  29,612,777  －  29,612,777

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 82,440  2,424  84,865  (△84,865)  －

計  11,648,586  18,049,056  29,697,643  (△84,865)  29,612,777

営業利益又は営業損失（△）  △51,648  587,414  535,765  (△1,090,917)  △555,151

〔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) 

 海外売上高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 

  当第２四半期連結累計期間における株主資本の各項目の主な変動事由及びその金額は、次のとおりであります。 

 （注１）平成20年８月５日付けで当社を完全親会社、㈱天幸総建を完全子会社とする株式交換を行ったことによる増加 

    であります。 

 （注２）㈱ビジネス・ワン（現社名：ビジネス・ワンホールディングス㈱）の持分法適用除外による増加であります。 

  

  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20年３月31日残高（千円)  3,252,666   3,441,518  4,289,732  △281,864  10,702,053

 第２四半期連結累計期間中の変動額                      

  増資  1,542   1,537       3,079

  株式交換による増加（注１）    1,906,781        1,906,781

  四半期純損失      △2,871,914    △2,871,914

  利益処分による配当      △206,534     △206,534

  持分法適用除外による増加（注２）      67,423    67,423

 第２四半期連結累計期間中の変動額 

 合計 
 1,542  1,908,318  △3,011,025  －  △1,101,165

 平成20年９月30日残高（千円）   3,254,208   5,349,836   1,278,708   △281,864    9,600,888



「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（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       21,582,197  100.0

Ⅱ 売上原価       17,185,227  79.6

売上総利益       4,396,970  20.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費       2,880,489  13.3

営業利益       1,516,481  7.0

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  26,586           

２．受取配当金  18,056           

３．情報掲載料収入  12,550           

４．雑収入  18,131  75,323  0.3

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  270,701           

２．社債発行費償却  8,263           

３．株式交付費償却  2,344           

４．支払手数料  108,920           

５．持分法による投資損失  3,609           

６．雑損失  34,697  428,536  2.0

経常利益       1,163,268  5.4

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  108           

２．貸倒引当金戻入益  10,677           

３．保険解約返戻金  46,172  56,958  0.3

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  44,286           

２．減損損失  6,880           

３．関係会社株式評価損  40,161           

４．その他  25,734  117,063  0.5



  

  
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（千円）
百分比
（％） 

税金等調整前中間純利益       1,103,163  5.1

法人税、住民税及び事業税  503,907           

法人税等調整額  134,873  638,780  3.0

中間純利益       464,382  2.2

        



（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（千円）

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  1,103,163

減価償却費  80,949

のれん償却額  82,815

賞与引当金の増加額   42,257

貸倒引当金の増加額   22,030

賃料保証引当金の減少額  △129,385

役員賞与引当金の減少額  △55,000

受取利息及び配当金  △44,642

支払利息   270,701

固定資産除却損   44,286

固定資産売却損   11,048

投資有価証券売却損   234

匿名組合出資分配益 △640,786

減損損失  6,880

売上債権の減少額   672,666

営業貸付金の増加額 △77,147

たな卸資産の増加額  △3,100,617

前渡金の増加額 △425,715

有価証券の返還による収入   254,231

投資有価証券の返還による収入   1,043,151

仕入債務の減少額  △3,142,624

未成工事受入金の増加額  96,218

差入保証金の増加額  △231,753

受入保証金の増加額   209,380

長期前受金の増加額   160,300

その他   245,027

小計 △3,502,328

利息及び配当金の受取額   39,492

利息の支払額  △254,128

法人税等の支払額  △853,360

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,570,325



  

  
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（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △45,191

定期預金の払戻しによる収入  28,184

投資有価証券の取得による支出  △12,450

投資有価証券の売却による収入   14,096

投資有価証券の返還による収入   6,025

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による支出 

△35,836

有形固定資産の売却による収入   29,696

有形固定資産の取得による支出  △187,465

無形固定資産の取得による支出  △57,643

貸付金の回収による収入   105,885

その他   150

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,549

Ⅲ 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   12,243,000

短期借入金の返済による支出 △6,870,700

長期借入れによる収入   3,859,000

長期借入金の返済による支出 △2,250,200

社債の償還による支出  △314,200

株式発行による収入   60,430

配当金の支払額  △152,874

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,574,455

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,849,580

Ⅴ 新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額  4,310

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,798,196

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  6,652,087

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （注） １．事業区分の方法 

       当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

     ２．各事業区分に属する主要な内容 

         ＰＭ事業：事業系・住居系不動産の賃貸借、管理運営、仲介等 

         ＡＭ事業：事業系・住居系不動産の開発事業、販売事業等 

     ３．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1,057,809千円であり、その主な 

       ものは、親会社本社の管理部門にかかる費用であります。 

     ４．会計方針の変更 

       （有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

       当中間連結会計期間より法人税法の改正に伴い有形固定資産について改正後の法人税法に基づく減価償却

      の方法に変更しております。 

      これによりセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  7,606,945  13,975,251  21,582,197  －  21,582,197

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 82,501  －  82,501 (82,501)  －

計  7,689,447  13,975,251  21,664,699 (82,501)  21,582,197

営業費用  7,358,331  11,731,005  19,089,337 976,378  20,065,716

営業利益  331,115  2,244,246  2,575,362 (1,058,879)  1,516,481
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