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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 3,954 58.7 240 ― 175 ― △1,025 ―

20年3月期第2四半期 2,490 10.1 △106 ― △211 ― △242 ―

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 △12,877.63 ―

20年3月期第2四半期 △3,077.51 ―

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 1,022 △878 ― △11,032.57

20年3月期 5,708 147 2.6 1,867.56

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  △878百万円 20年3月期  146百万円

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 0.00 0.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 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 5,095 51.4 326 ― 247 ― △953 ― 11,968.22

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  

(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） 

(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８月14日付「平成21年３月期第１四半期決算短信」にて公表いたました連結業績予想及び個別業績予想値につきましては、本日付で発表しております「業
績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正しております。なお、上記の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結果と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。 
 
 
決算短信の開示については、会計監査人から内諾を得ておりますが、継続企業の前提に関する注記については、監査法人からの最終確認が未了であることから、本決
算短信に記載されている事項につき、四半期報告書提出までに当該注記内容を変更する可能性があります。  

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  79,665株 20年3月期  79,665株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  960株 20年3月期  960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  79,665株 20年3月期第2四半期  79,665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２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国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

の混乱や、原油等価格高騰を要因とした資源の高騰により、企業収益が減少するとともに、設備投資や個人の消費マ

インドは低下し、景気の不透明感が拡大する状況となりました。

　当社グループを取り巻く不動産業界におきましては、世界的な金融信用収縮に伴う国内不動産取引の停滞、また、

建材コストの高騰に伴う建築費の上昇によりマンション販売価格の上昇が継続する中、物件に対する顧客の選別志向

は強まり、物件力による優劣の差が顕著になっております。また、景気の不透明感がエンドユーザーにまで拡大して

おり、個人の消費マインドに影響を及ぼす要因が起因し、住宅購入意欲は低水準のまま推移いたしました。　

　このような経済状況のもとで、当社グループは前期より継続して実施しておりますＳＣリバイバルプランを遂行し、

①事業の選択と集中、②不動産流動化事業の資金化、③不動産の売却等を含めた保有資産のオフバランス化、④財務

戦略による資金調達、の４つの施策を遅延なく遂行すべく取り組んでまいりました。

　以上の結果として、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高3,292,967千円、営業利益337,835千円、経常利益

311,367千円、四半期純利益は312,022千円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。

 

（企画・販売代理事業）

　当第２四半期連結会計期間の企画・販売代理事業におきましては、エンドユーザーの物件選別志向は高まり、供給

地域によっては販売計画の長期化が一部の物件において顕在化する一方で、今期中に販売が開始される優良物件の新

規受託を順調に獲得する等、今期中の収益に貢献する要因もみられました。しかしながら、建築基準法の改正等に伴っ

たマンション供給遅延等もあり、営業成績は低調なまま推移いたしました。また、引き続き実施しておりますＳＣリ

バイバルプランの遂行による販売管理費の圧縮効果、販売人員の効率的な人員配置による原価低減に努めておりまし

たが、単独事業における黒字化を達成するに至りませんでした。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は85,908千円、営業損失70,998千円となりました。

（不動産流動化事業）

　当第２四半期連結会計期間の不動産流動化事業におきましては、継続して販売用不動産の売却を推進し、当第２四

半期においては大型物件の売却をおこないました。

　以上の結果、売上高は2,809,710千円、営業利益は377,266千円となりました。

 （企画不動産販売事業）

当第２四半期連結会計期間の企画不動産販売事業におきましては、概ね計画通りの販売を継続しており、当連結会計

年度の売上高は367,126千円、営業利益は169,681千円となりました。

 

（人材派遣事業）

　当第２四半期連結会計期間の人材派遣事業におきましては、概ね計画通りの受注を獲得し、登録スタッフ数も当初

予定していた推移で増加いたしましたが、当第２四半期連結会計期間において計画していた経費の圧縮が長期化して

おり、売上高27,806千円、営業損失は23,975千円となりました。

（その他事業）

　当第２四半期連結会計期間のその他事業におきましては、不動産検索サイトにおける契約数は、昨今の不動産不況

から低調なまま推移いたしました。

　以上の結果、売上高は2,611千円、営業損失10,711千円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は前第１四半期連結会計期間

末に比べ49,014千円減少し35,473千円となりました。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,930,463千円となりました。これは主に、不

動産流動化事業における大型物件の売却及び企画不動産販売事業における物件の売却に伴うたな卸資産の減少額

2,903,948千円等によるものであります。
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　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、投資活動の結果得られた資金は、100,308千円となりました。これは主に事務

所移転に係る差入保証金の回収による収入111,553千円によるものであります。

 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、3,079,787千円となりました。これは主に長

期借入金の返済による支出3,118,745千円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年８月14日公表の「特別損失の発生および業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にありますと

おり、当社が販売を目的として保有する販売用不動産の評価について、当第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、第三者機関により算出さ

れた評価額を基に、たな卸資産評価損1,206百万円し、不動産流動化事業における当該販売用不動産の売却予定物件に

関して、前述の販売用不動産の評価損に係る第三者機関による不動産の鑑定評価額から、保守的な計画へと変更いた

しましたが、平成20年９月１日公表の「販売用不動産の売却及びSCリバイバルプランの進捗状況に関するお知らせ」

にありますとおり、当該販売用不動産を売却し、売却価格について、平成20年８月14日公表の業績予想修正時におい

ての予想を上回る金額で売却したこと、また今期中に見込んでいた不動産流動化事業の新規物件の取得、売却につい

て、現在の不動産市況と当社の現在の経営状況を鑑みた結果、計画を撤回したことを主因として、平成20年11月14日

公表のとおり、通期連結業績予想の修正が発生いたしました。

　当社グループといたしましては、これらの状況解消における対策として、「ＳＣリバイバルプラン」の実現に向

けて、全社一丸となって取り組んでおります。詳細は、「（４）継続企業の前提に関する注記」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）

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

①　簡便な会計処理

　　　　固定資産の定率法による減価償却費については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度に係る減価償却

　　費の額を期間按分して算定しております。

　　　　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。

（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　棚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における営業利益、経常利益は、それぞれ1,096,000千円増加し、税

金等調整前四半期純損失は110,000,000千円増加しております。

③　リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20

年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが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、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。また、平成20年３月31日までに取引

－ 2 －



が開始している所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、従来通り賃貸借処理によっております。

　なお、第１四半期連結会計期間において、新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引は行っておりませ

んので、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失には影響ありません。
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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：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 35,473 266,068

受取手形及び売掛金 41,705 210,491

たな卸資産 717,388 4,836,218

前払費用 3,846 23,144

その他 13,530 104,154

貸倒引当金 △157 △50,648

流動資産合計 811,786 5,389,429

固定資産   

有形固定資産   

建物 75,618 88,207

減価償却累計額 △6,407 △23,250

建物（純額） 69,211 64,957

工具、器具及び備品 15,167 23,028

減価償却累計額 △6,626 △13,162

工具、器具及び備品（純額） 8,541 9,865

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 95,359 92,429

無形固定資産   

無形固定資産合計 24,702 16,163

投資その他の資産   

投資有価証券 40,323 40,323

差入保証金 24,299 142,801

保険積立金 3,552 3,936

破産更生債権等 52,795 2,749

その他 20,455 20,200

貸倒引当金 △57,031 △7,031

投資その他の資産 84,395 202,981

固定資産合計 204,457 311,575

繰延資産   

社債発行費 6,038 7,223

繰延資産合計 6,038 7,223

資産合計 1,022,282 5,708,228



（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   

短期借入金 524,982 902,000

1年内返済予定の長期借入金 54,404 2,001,701

1年内償還予定の社債 210,000 110,000

未払法人税等  102

未払金 113,332 128,565

預り金 15,110 41,329

賞与引当金 18,121 30,647

1年内返還予定の預り保証金 108,650 136,362

その他 59,909 44,912

流動負債合計 1,104,511 3,395,620

固定負債   

社債 210,000 340,000

長期借入金 526,565 1,762,041

退職給付引当金 58,445 61,012

負ののれん 1,521 1,755

その他 150 350

固定負債合計 796,681 2,165,158

負債合計 1,901,192 5,560,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,160 399,160

資本剰余金 112,840 112,840

利益剰余金 △1,354,923 △329,027

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 △878,909 146,986

少数株主持分  462

純資産合計 △878,909 147,448

負債純資産合計 1,022,282 5,708,228



（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 3,954,161

売上原価 2,992,523

売上総利益 961,637

販売費及び一般管理費 721,512

営業利益 240,125

営業外収益  

受取利息 185

負ののれん償却額 234

雑収入 2,014

営業外収益合計 2,434

営業外費用  

支払利息 63,158

社債発行費償却 1,380

支払手数料 660

雑損失 1,881

営業外費用合計 67,081

経常利益 175,478

特別利益  

償却債権取立益 2,236

貸倒引当金戻入額 490

賞与引当金戻入額 22,156

特別利益合計 24,883

特別損失  

たな卸資産評価損 1,206,000

有形固定資産除却損 6,452

退職特別加算金 1,388

事務所移転費用 8,295

その他 3,934

特別損失合計 1,226,070

税金等調整前四半期純損失（△） △1,025,708

法人税、住民税及び事業税 649

少数株主損失（△） △462

四半期純損失（△） △1,025,895



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,292,967

売上原価 2,624,306

売上総利益 668,661

販売費及び一般管理費 330,826

営業利益 337,835

営業外収益  

受取利息 132

負ののれん償却額 117

雑収入 1,540

営業外収益合計 1,790

営業外費用  

支払利息 25,765

社債発行費償却 788

支払手数料 660

雑損失 1,044

営業外費用合計 28,257

経常利益 311,367

特別利益  

償却債権取立益 2,236

その他 109

特別利益合計 2,345

特別損失  

事務所移転費用 1,160

特別損失合計 1,160

税金等調整前四半期純利益 312,552

法人税、住民税及び事業税 576

少数株主損失（△） △46

四半期純利益 312,022



（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（△） △1,025,708

減価償却費 4,703

移転費用 7,135

負ののれん償却額 △234

その他の償却額 5,489

たな卸資産評価損 1,209,392

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,567

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,526

貸倒引当金の増減額（△は減少） △490

固定資産除却損 6,452

社債発行費償却 988

受取利息及び受取配当金 △185

支払利息 63,158

売上債権の増減額（△は増加） 168,786

仕入債務の増減額（△は減少） 7,150

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,903,948

預り金の増減額（△は減少） △26,218

預り保証金の増減額（△は減少） △27,912

その他 △20,567

小計 3,260,794

利息及び配当金の受取額 239

利息の支払額 △61,008

法人税等の還付額 32,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,233,015

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 △11,513

無形固定資産の取得による支出 △11,111

差入保証金の回収による収入 118,502

その他 384

投資活動によるキャッシュ・フロー 96,262

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 498,600

短期借入金の返済による支出 △875,618

長期借入金の返済による支出 △3,182,773

社債の発行による収入 50,000

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,559,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,594

現金及び現金同等物の期首残高 266,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,473



  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

  当社グループは、前連結会計年度に470,815千円の営業損失を計上するとともに、営業キャッシュ・フローにつ

いても2,518,164千円のマイナスとなり、713,309千円の経常損失、706,716千円の当期純損失を計上し、前連結会

計年度末の純資産額は147,448千円と著しく低下しておりました。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、営業利益240,125千円、経常利益175,478千円を計上したものの、

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、たな卸資産評価損1,209,392千円を計上し、これにより1,025,895千円の四半期純損失

を計上いたしました。

　このような状況から、当第２四半期連結会計期間末における純資産は878,909千円の債務超過状態となっており

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。

　資金面では、当第2四半期連結会計期間において販売用不動産3物件を売却したことにより、平成20年9月末日が

返済期限であった1,812,778千円を含む2,725,636千円の借入金に対し、残債務368,600千円を長期返済に条件変更

することで金融機関と合意に至ったものの、当第2四半期連結会計期間末において、金融機関からの運転資金とし

て借り入れた債務30,000千円については延滞、また、役員報酬を含む一部経費89,389千円についての遅延が発生

している状況となりました。

　これら一部経費の支払いの遅延状況については、OVE第2号投資事業組合を通じたスポンサーより平成20年11月

５日に、32,000千円の社債発行による資金調達を行い、遅延している経費の支払いに充当し、一部解消いたしま

した。

　これにより、平成20年11月14日時点におきましては、役員報酬を含む一部経費75,974千円及び上記債務30,000

千円についての遅延が発生している状況となっております。現在、継続的に借入及び社債等による資金調達交渉

を行っており、早期に支払遅延の解消を行う予定であります。

　上記の状況から、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の解消に向けて「ＳＣリバイバルプラ

ン」を掲げ、①事業の選択と集中、②不動産流動化事業の資金化、③販売用不動産の売却を含めた保有資産のオ

フバランス化、④財務戦略による資金調達、の4つを柱とした、早期での財務体質の健全化及び収益性の安定に加

え、労働生産性の向上に向けた施策を全社一丸となり遂行しております。

① 事業の選択と集中

　主力事業である企画・販売代理事業における早期の収益構造改善を目指し、支店営業所の統廃合、本社大阪へ

の資本及び人材の集中、事業規模及び戦略に見合った給与・人員体制へのシフトによるコスト削減を図ってまい

りました。

　また、第2回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により調達が見込まれる資金を、既存事業であり、少額投

資による回転率の高い住宅流通事業における戸建て分譲事業における土地等の取得費用に充当することにより、

収益性の改善を早期に図ってまいります。

② 不動産流動化事業の資金化、及び③販売用不動産の売却を含めた保有資産のオフバランス化

　不動産流動化事業の資金化、販売用不動産の売却については、更なる不動産市況の悪化している状況の中、上

述のとおり当第2四半期連結会計期間において販売用不動産3物件を売却したことにより、平成20年9月末日が返済

期限であった1,812,778千円を含む2,725,636千円の借入金に対し、残債務368,600千円を長期返済に条件変更する

ことで金融機関と合意に至るなど、たな卸資産及び負債の圧縮に努めております。

④ 財務戦略による資金調達

　資金調達については、平成20年10月14日付で第1回株式会社セイクレスト新株予約権（第三者割当）を発行した

ことにより総額150,000千円の調達を見込んでおりましたが、世界的な株価下落の中、申込証拠金の払い込みは

あったものの、行使の可能性が低いと判断し、新たに第2回株式会社セイクレスト新株予約権（第三者割当）を発

行することを平成20年10月24日付の取締役会で決議いたしました。第２回株式会社セイクレスト新株予約権につ

きましては、払込日である平成20年11月13日に当該新株予約権に係る払い込みがあり、段階的に総額340,000千円

の調達を予定しております。また、平成20年10月14日付の新株式の発行については、株価下落の状況の中、払い

込みが成されず失権いたしましたが、平成20年11月13日付で、現物出資（当社に対する金銭債権　60,000千円）

による新株式を発行いたしました。これにより有利子負債を直接的に圧縮し、債務超過状態の解消を行うことに

より、財務体質の改善を図っております。今後、第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により機動的な

資金調達を行うことにより、早期に財務体質の改善を図ってまいります。

　上記の計画を実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しており
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ます。

　

　なお、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当四半期

連結財務諸表には反映しておりません。

 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

 企画不動産
販売事業
（千円） 

人材派遣
事業

（千円）

その他
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
281,203 2,894,898 721,502 51,860 4,696 3,954,161 － 3,954,161

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － 42,130 351 42,482 (42,482)　 －

計 281,203 2,894,898 721,502 93,991 5,048 3,996,643 (42,482)　 3,954,161

営業利益又は営業損失

（△）
△61,620 464,885 126,380 △2,044 △23,298 504,302 (264,177)　 240,125

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮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

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等

（3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）その他事業…主にインターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事業等

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は、264,177千円であり、その主なものは親会

社の管理部門に係る費用であります。

４　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」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。当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産流動化事業における営業利益が1,096,000

千円増加しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第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

　第１四半期連結会計期間において、たな卸資産の会計方針を変更したことに伴い、前連結会計年度末から継続

的に保有しているたな卸資産について1,209,392千円のたな卸資産評価損を計上いたしました。これを主因として、
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当第２四半期連結会計期間末における利益剰余金が前連結会計年度末から1,025,895千円減少し、その結果、当第

２四半期連結会計期間末における純資産額が878,909千円の債務超過となっております。

「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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,490,630 100.0

Ⅱ　売上原価  1,544,284 62.0

売上総利益  946,346 38.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,052,925 42.3

営業損失　　　　　（△）  △106,579 △4.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,216   

２．負ののれん償却 234   

３．保険解約返戻金 241   

４．保険取扱事務手数料 324   

５．その他 348 2,365 0.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 65,262   

２．社債発行費償却 1,668   

３．支払手数料 37,827   

４．その他 2,249 107,007 4.3

経常損失　　　　　（△）  △211,221 △8.5

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 2,224 2,224 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 77 77 0.0

税金等調整前中間純損失
　　　　　　　　（△）

 △209,073 △8.4

法人税、住民税及び事業税 33,728   

法人税等調整額 △54 33,674 1.3

少数株主損失　　（△）  △532 △0.0

中間純損失　　　（△）  △242,215 △9.7
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（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

 1　税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前中間純
損失（△）　

△209,073

 2　減価償却費 4,892

 3　負ののれん償却費 △234

 4　その他償却費 9,303

 5　たな卸資産評価損 220,000

 6　退職給付引当金の増加
額

5,574

 7　賞与引当金の増加額 23,345

 8　貸倒引当金の減少額 △2,224

 9　固定資産除却損 77

10　社債発行費償却 1,668

11　投資有価証券売却益 0

12　受取利息及び受取配当
金

△1,216

13　支払利息 65,262

14　売上債権の減少額 64,485

15　仕入債務の増減額（△
は減少）

△6,644

16　売上債権の減少額 △2,284,313

17　仕入債務の増減額（△
は減少）　

8,398

18　たな卸資産の増加額 48,386

19　前払費用の減少額 △41,165

20　その他 △25,028

小計 △2,118,507

21　利息及び配当金の受取
額　

1,188

22　利息の支払額 △65,397

23　法人税等の支払額 △70,576

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△2,253,292

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

1　定期預金の預入による
支出　

△30,239

2　定期預金の払戻による
収入

30,215
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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）

3　有形固定資産の取得に
よる支出　

△2,001

4　無形固定資産の取得に
よる支出　

△2,150

5　投資有価証券の取得に
よる支出　

△51,500

6　投資有価証券の売却に
よる収入

30,000

7　その他 △19,766

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△45,441

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
　

2,099,500

2　短期借入金の返済によ
る支出

△1,753,101

3　長期借入れによる収入 2,342,778

4　長期借入金の返済によ
る支出

△117,741

5　社債の発行による収入 0

6　社債の償還 △100,000

7　親会社による配当金の
支払額

△24,729

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,446,706

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

147,972

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,481,617

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

1,629,589
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（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）

 
企画・販売
代理事業
（千円）

不動産流動
化事業
（千円）

 企画不動産
販売事業
（千円） 

人材派遣
事業

（千円）

インテリア
プランニン
グ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
402,332 1,918,809 165,363 4,103 20 2,490,630 － 2,490,630

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － 15,423 5,000 20,423 （20,423) －

計 402,332 1,918,809 165,363 19,527 5,020 2,511,053 （20,423) 2,490,630

営業費用 589,949 1,274,371 408,569 27,025 7,019 2,306,935 290,274 2,597,209

営業利益又は営業損失

（△）
△187,616 644,438 △243,206 △7,497 △1,999 204,118 （310,698) △106,579

　（注）１　事業区分の方法

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮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

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等

（3）企画不動産販売事業…主に分譲マンション及び分譲戸建住宅等の販売

(4）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等

(5）インテリアプランニング事業…主に分譲マンション購入者を対象としたインテリア全般の販売

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は、310,698千円であり、その主なものは親会

社の管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

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。

〔海外売上高〕

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）

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 6 －
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