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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 17,052 ― △1,274 ― △1,571 ― △6,373 ―

20年3月期第2四半期 13,044 16.1 △571 ― △1,141 ― △2,135 ―

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 △933.23 ―

20年3月期第2四半期 △317.56 ―

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 19,358 1,382 △0.6 △15.24

20年3月期 33,733 7,911 18.8 948.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  △177百万円 20年3月期  6,335百万円

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
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  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 35,000 101.2 △1,550 ― △1,700 ― △5,000 ― △732.10

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  

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(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) 詳細は、５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) 詳細は、５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 
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 2 社 （社名
株式会社シェアードサービス           
神戸タウン株式会社

）

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  7,969,995株 20年3月期  6,969,995株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  287,854株 20年3月期  287,609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  7,117,372株 20年3月期第2四半期  6,725,667株
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当第２四半期連結累計期間における国内外の経済は、米国におけるサブプライムローン破綻の影響が
さらに世界的な広がりを見せる中で、景気の減速傾向が一層明瞭になってきており、原油価格は落ち着
きはじめているものの、資源価格の高騰、素材価格や穀物相場の上昇が定着する等もあり、景気の後退
局面入りの懸念が強まってまいりました。また、わが国経済においても、これまで好調でありました民
間設備投資が横ばい傾向となり、株式市場も低迷するとともに諸物価のインフレ傾向により個人消費も
伸び悩みとなる等、すでに景気後退に入ったという見方も出てきております。 
このような状況の下、当社グループでは、キャッシュ・フロー経営への転換と有利子負債の圧縮及び

資本回転率の向上、差別化要因のある事業への経営資源の集中、成熟産業から成長産業へのシフト、な
どを基本方針として、当社グループの連結子会社であるジェイオー建設㈱の民事再生開始（平成20年６
月）に伴う影響を 小限に抑えるとともに、グループ構造改革に必要な損失処理を推し進めてまいりま
した。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高17,052百万円、営業損失1,274百万円、

経常損失1,571百万円、四半期純損失6,373百万円となりました。 
なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

〈建設事業〉 

当該事業につきましては、ジェイオー建設㈱の民事再生開始（平成20年６月）の影響もあり売上規模
は大きく減少しておりますが、損失を 小限に抑えるとともに、再生に向けた構造改革を推し進めてま
いりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高375百万円、営業損失217百万円となりま
した。 

〈不動産事業〉 

当該事業につきましては、概ね予定通り毎月一定の規模で推移しておりますが、販売用不動産の評価
損389百万円を計上したことにより利益率が一時的に低下しております。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高214百万円、営業損失416百万円となりま

した。 

〈プラスチック関連事業〉 

当該事業につきましては、建設業界の構造不況や原材料高騰などの影響が続いているため既存の鉄道
車両・住宅・医療分野についてはコスト削減を軸とした収益力強化に取り組むとともに、新規分野であ
る環境（風車部品）とCFRP（自動車）分野が順調に成長いたしました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高2,467百万円、営業利益189百万円となり

ました。 

〈交通事業〉 

当該事業につきましては、従業員不足や原油価格の高騰の影響を受ける中、人員を含めた構造改革、
従業員の再教育、人員の確保に取り組み、損失悪化を 小限にとどめることができました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高1,088百万円、営業損失36百万円となり

ました。 

〈投資事業〉 

当該事業につきましては、グループ全体の経営資源を構造改革に集中するため、保有する株式の運営
管理業務のみを行ってまいりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、営業損失は236百万円となりました。 

〈流通事業〉 

当該事業につきましては、ジェイオー建設㈱の民事再生によるグループ全体への信用不安もあり、ヒ
ット商品への対応の遅れが生じたこと、携帯電話販売事業の販売方法の変化等により市場環境が落ち込
んだこと、携帯電話販売を行っていた神戸タウン㈱の株式の譲渡による連結からの除外等がありました
が、流通事業の核である㈱ＮＥＳＴＡＧＥにおいて、経費削減、不採算事業の撤退等により収益体質へ
の転換を図った効果もあり、その影響を 小限に抑えることができました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間においては、売上高11,894百万円、営業損失148百万円とな

りました。 

〈その他事業〉 

当該事業につきましては、コールセンターの運営、飲食店の経営、通所介護、警備及びビルメンテナ
ンス、機械部品の製造を各々主な事業として営んでおります。 
当第２四半期連結累計期間においては、売上高1,011百万円、営業損失218百万円となりました。 
今後もグループ方針に基づく構造改革を推し進め、収益力向上に取り組んでまいります。 

・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
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（資産の部） 
当第２四半期連結累計期間末における資産合計は19,358百万円となり、前連結会計年度末に比べ

14,375百万円減少いたしました。主に、受取手形及び完成工事未収入金等の回収による減少2,232百万
円、販売及び評価損の計上によるたな卸資産の減少4,961百万円、出資金の評価損による減少1,000百万
円、固定資産の売却等に伴う減少3,845百万円によるものです。 

（負債の部） 

当第２四半期連結累計期間末における負債合計は、17,975百万円となり、前連結会計年度末に比べ
7,846百万円減少いたしました。主に、支払手形・工事未払金等の支払いによる減少1,138百万円、有利
子負債の圧縮による短期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）の減少3,208百万円、長期借入
金の減少2,072百万円によるものです。 

（純資産の部） 

当第２四半期連結累計期間末における純資産合計は、1,382百万円となり、 前連結会計年度末に比べ
6,528百万円減少いたしました。主に、第２四半期累計純損失6,373百万円の計上による利益剰余金の減
少によるものです。 
  

下期におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン破綻の影響により景気の減速傾向が一
層明瞭になってきており、また、わが国経済においてもこれまで好調でありました民間設備投資が横ば
い傾向となり、株式市場も低迷するとともに諸物価のインフレ傾向により個人消費も伸び悩みとなる
等、すでに景気後退に入ったという見方も出てきております。 
 このような状況の中、平成21年３月期の通期業績予想につきましては、平成20年８月13日付にて公表
致しました業績予想を修正しております。詳しくは、別途公表致しました「特別損失の発生のお知らせ
と平成21年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。 
 なお、業績等の予想数値につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多
分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後の業況等により予想とは異なる
可能性があります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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（主要な関係会社の異動） 
連結除外：株式会社シェアードサービス、神戸タウン株式会社 
 前期末において当社の連結子会社であった株式会社シェアードサービスは平成20年６月30日付で清
算結了したため、神戸タウン株式会社は平成20年８月13日に保有株式を全株譲渡したため連結の範囲
から除外しております。 

  

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

2. 棚卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 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における営業損失が
389,972千円、税金等調整前四半期純損失が452,651千円増加しております。 
 これにより、セグメント情報に与える影響につきましては当該箇所に記載しております。 

3.「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と
して計上しております。  
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする方法に
よっております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引続き採用しております。  
 これにより、当第２四半期連結累計期間における営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損
失及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

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：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 1,399,036 3,156,489 

受取手形・完成工事未収入金等 1,986,032 4,218,812 

たな卸資産 4,428,440 9,389,662 

その他 1,848,494 2,485,796 

貸倒引当金 △97,206 △156,653 

流動資産合計 9,564,797 19,094,107 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,133,085 4,051,394 

その他（純額） 2,355,140 2,743,392 

有形固定資産合計 5,488,226 6,794,786 

無形固定資産 2,216,236 2,790,717 

投資その他の資産 

その他 2,654,761 5,405,347 

貸倒引当金 △565,779 △351,434 

投資その他の資産合計 2,088,981 5,053,913 

固定資産合計 9,793,444 14,639,417 

資産合計 19,358,241 33,733,524 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 3,671,010 4,809,316 

短期借入金 6,258,037 9,466,872 

未払法人税等 73,822 122,949 

引当金 126,272 75,645 

その他 2,431,663 3,355,545 

流動負債合計 12,560,806 17,830,329 

固定負債 

社債 1,046,893 1,070,000 

長期借入金 2,491,119 4,563,385 

引当金 36,477 199,281 

負ののれん 484,180 573,136 

その他 1,356,373 1,586,049 

固定負債合計 5,415,044 7,991,853 

負債合計 17,975,851 25,822,182 
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（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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 524,241 500,000 

資本剰余金 3,631,242 3,607,001 

利益剰余金 △3,433,088 2,940,531 

自己株式 △535,107 △534,967 

株主資本合計 187,287 6,512,565 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △330,016 △212,081 

繰延ヘッジ損益 － △611 

為替換算調整勘定 25,666 35,996 

評価・換算差額等合計 △304,349 △176,696 

新株予約権 964 － 

少数株主持分 1,498,488 1,575,472 

純資産合計 1,382,390 7,911,342 

負債純資産合計 19,358,241 33,733,524 
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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：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 17,052,985 

売上原価 15,305,798 

売上総利益 1,747,186 

販売費及び一般管理費 3,022,077 

営業損失（△） △1,274,891 

営業外収益 

受取利息 51,862 

受取配当金 6,459 

負ののれん償却額 88,955 

その他 88,359 

営業外収益合計 235,637 

営業外費用 

支払利息 469,465 

その他 62,473 

営業外費用合計 531,939 

経常損失（△） △1,571,192 

特別利益 

前期損益修正益 1,407 

固定資産売却益 493 

関係会社株式売却益 322,970 

その他 104,833 

特別利益合計 429,704 

特別損失 

固定資産売却損 386,113 

たな卸資産評価損 2,338,616 

出資金評価損 1,000,000 

その他 1,429,355 

特別損失合計 5,154,084 

税金等調整前四半期純損失（△） △6,295,573 

法人税、住民税及び事業税 89,251 

法人税等調整額 39,219 

法人税等合計 128,471 

少数株主損失（△） △50,424 

四半期純損失（△） △6,373,620 
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(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（△） △6,295,573 

減価償却費 319,264 

のれん償却額 166,736 

負ののれん償却額 △88,955 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 155,031 

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,467 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,800 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △162,804 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5,125 

受取利息及び受取配当金 △58,322 

支払利息 469,465 

為替差損益（△は益） 20,771 

持分法による投資損益（△は益） △6,435 

固定資産売却損益（△は益） 385,620 

固定資産除却損 11,633 

投資有価証券売却損益（△は益） 156,299 

投資有価証券評価損益（△は益） 10,926 

出資金評価損 1,000,000 

関係会社株式売却損益（△は益） △313,299 

売上債権の増減額（△は増加） 2,237,122 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,049,232 

仕入債務の増減額（△は減少） △961,773 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 222,137 

その他 1,063,120 

小計 1,352,803 

利息及び配当金の受取額 36,189 

利息の支払額 △189,868 

法人税等の支払額 △132,918 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,066,206 
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（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 

定期預金の預入による支出 △69,474 

定期預金の払戻による収入 1,622,221 

有形固定資産の取得による支出 △153,241 

有形固定資産の売却による収入 590,316 

無形固定資産の取得による支出 △114,709 

投資有価証券の取得による支出 △40,287 

投資有価証券の売却による収入 920,540 

子会社株式の取得による支出 △52,826 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

4,315 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△12,654 

貸付けによる支出 △271,178 

貸付金の回収による収入 508,138 

その他 42,403 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,973,561 

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 1,796,730 

短期借入金の返済による支出 △5,130,727 

長期借入れによる収入 150,000 

長期借入金の返済による支出 △676,838 

社債の償還による支出 △403,106 

自己株式の取得による支出 △140 

株式の発行による収入 49,446 

配当金の支払額 △222 

少数株主への配当金の支払額 △11,820 

その他 △9,326 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,236,005 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,034 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △202,272 

現金及び現金同等物の期首残高 1,382,041 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,179,769 
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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) 

前連結会計年度にかかる連結財務諸表において、事業再編に伴う特別損失の計上が多額になったこと

等により1,843,950千円の当期純損失を計上し、第１四半期連結会計期間において、ジェイオー建設㈱

の販売用不動産である「ガーデンモール木津川」の評価損及び出資金の評価損を計上したこと等により

4,016,875千円の四半期純損失を計上しております。また、当第２四半期連結会計期間において、子会

社を売却したことに伴う損失や固定資産売却損を計上したこと等により、2,356,744千円の四半期純損

失を計上しております。 

また、営業キャッシュ・フローにつきましても平成18年３月期2,005,695千円、平成19年３月期

805,976千円、平成20年３月期3,824,892千円と前連結会計年度までで３期連続でマイナスの状態が続い

ております。 

さらに、当社の主要連結子会社であるジェイオー建設㈱において、大型物件である「ガーデンモール

木津川」の売却代金未入金により資金状況が著しく悪化したことから、一時的に資金が不足したことに

より、平成20年６月２日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、大

阪地方裁判所に申立てを行い、同日付で保全処分決定、平成20年６月12日付で再生手続開始決定を受け

ております。この結果、ジェイオー建設㈱において繰延税金資産の全額取崩を行うこととしたため、金

融機関からの借入れにつき財務制限条項に抵触することとなりました。 

以上を総合的に判断して、当社グループに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。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を改善するため以下の対策を講じております。 

まず、前連結会計年度、第１四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間に計上した損失につ

いては、その多くは事業整理損失、減損損失、たな卸資産評価損、出資金評価損及び子会社を売却した

ことに伴う損失等といった一時的な要因で発生したものであります。 

また、グループ構造改革の一環として、㈱アイゲンベックのインキュベーション事業を本社に移管、

グループ全体の構造改革のため㈱新紀元・㈱南翔・播州自動車工業㈱を譲渡、グループの経営管理機能

を強化するための営業統括本部を本社に設置、役員報酬を含む人件費の圧縮や固定費の削減等による徹

底した経費削減などを実施することで収益体質への変革を推進しております。 

資金面につきましては、先述の「ガーデンモール木津川」の売却や第三者割当増資による資金状況の

改善を見込むとともに、保有資産および保有株式の売却や資産の流動化等、複数の資金調達手段を講じ

ております。また、㈱ＮＥＳＴＡＧＥにおいて第三者割当増資を実行するとともに、金融機関への定期

的な事業状況の説明を実施することで財務制限条項抵触に関する対策も講じております。 

営業キャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収や先述の「ガーデンモール木津川」等の棚

卸資産の売却等により、当第２四半期連結累計期間において1,066,206千円のプラスとなっておりま

す。 

以上より、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消するものと判断しております。 

従いまして、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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【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 

 
(注) １ 事業区分の方法 

     日本標準産業分類を勘案して区分しております。 

     ２ 各区分に属する主要な事業の内容 

         建設事業：建築、土木その他建設工事全般に関する事業 

         不動産事業：不動産の売買、賃貸、仲介等に関する事業 

         プラスチック関連事業：ＦＲＰ製品の製造等に関する事業 

         交通関連事業：道路旅客運送、自動車整備に関する事業 

         投資事業：保有有価証券の運用管理等に関する事業 

         流通事業：ゲームソフト及び携帯電話販売等に関する事業 

         その他の事業：部品製造に関する事業等 

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」に記載のとおり

「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これにより、不動産事業において営業利益が389,972千円減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 
  

当第２四半期連結累計期間 
全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

 当第２四半期連結累計期間 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当社は、平成20年８月19日及び平成20年８月22日開催の取締役会決議により発行した第２回及び第３
回新株予約権の行使により、NDC Risk Hedge Fund及びDerivative Arbitrage Fund L.P.より払い込み
を受けました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が24,241千円、資本準備金が24,241千円増加

し、当第２四半期連結累計期間において資本金が524,241千円、資本準備金が149,241千円となっており
ます。 

(5) セグメント情報

建設事業
不動産 
事業

プラスチック

関連事業

交通関連
事業

投資事業 流通事業
その他の
事業

計
消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

(1) 外部顧客に対す
る売上高

375,068 214,248 2,467,136 1,088,413 － 11,894,083 1,011,478 17,050,427 2,558 17,052,985

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,494 11,510 － 1,267 － － 2,581 16,853 （16,853) －

 計 376,562 225,758 2,467,136 1,089,680 － 11,894,083 1,014,060 17,067,280 （14,294) 17,052,985

営業利益又は 
営業損失（△）

△217,224 △416,634 189,554 △36,410 △236,028 △148,236 △218,225 △1,083,205 (191,685) △1,274,891

(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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(1)前中間連結損益計算書 

「参考資料」

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 13,044,179 100.0

Ⅱ 売上原価 11,468,666 87.9

   売上総利益 1,575,512 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,146,854 16.5

  営業損失(△) △571,341 △4.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12,857

 ２ 受取配当金 30,349

 ３ 店舗開設支援金 49,000

 ４ 負ののれん償却額 82,870

 ５ 為替差益 49,588

 ６ その他 34,295 258,962 2.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 285,690

 ２ 社債発行費 1,179

 ３ 持分法による投資損失 456,322

 ４ その他 85,836 829,030 6.4

   経常損失(△) △1,141,409 △8.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 3,122

 ２ 投資有価証券売却益 144,499

 ３ その他 17,803 165,425 1.3

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 313,545

 ２ 固定資産売却損 164

 ３ 固定資産除却損 20,467

 ４ 持分法による投資損失 453,244

 ５ 貸倒引当金繰入額 100,963

 ６ その他 119,207 1,007,592 7.7

   税金等調整前中間純損失(△) △1,983,576 △15.2

   法人税、住民税及び事業税 95,168

法人税等調整額 48,080 143,249 1.1

   少数株主利益 8,912 0.1

   中間純損失(△) △2,135,737 △16.4
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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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純損失(△) △ 1,983,576

 ２ 減価償却費 258,812

 ３ 減損損失 313,545

 ４ のれん償却額 87,428

 ５ 負ののれん償却額 △ 82,870

 ６ 持分法による投資損失 909,567

 ７ 貸倒引当金の増加額（△減少額）           94,827

 ８ 賞与引当金の増加額（△減少額）     △ 16,594

 ９ 役員賞与引当金の増加額（△減少額） △ 8,000

 10 退職給付引当金の増加額 4,097

 11 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 2,675

 12 完成工事補償引当金の増加額（△減少額） 13,491

 13 受取利息及び受取配当金 △ 43,206

 14 支払利息 285,690

 15 為替差益 △ 49,588

 16 社債発行費 1,179

 17 固定資産売却益 △ 3,122

 18 固定資産売却損 164

 19 固定資産除却損 20,467

 20 投資有価証券売却益 △ 144,499

 21 売上債権の減少額（△増加額） 812,808

 22 たな卸資産の増加額 △ 4,490,075

 23 仕入債務の増加額（△減少額） 1,052,060

 24 未成工事受入金等の増加額（△減少額） △ 97,449

 25 販売用不動産手付金の増加額 △ 73,460

 26 その他 △ 636,300

    小計 △ 3,771,929

 27 利息及び配当金の受取額 42,776

 28 利息の支払額 △ 340,980

 29 法人税等の支払額 △ 690,278

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,760,412
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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)

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 △ 874,040

 ２ 定期預金の払戻による収入 260,462

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 262,165

 ４ 有形固定資産の売却による収入 27,140

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △ 54,230

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △ 1,907,188

 ７ 投資有価証券の売却による収入 1,718,639

 ８ 出資による支出 △300

 ９ 出資の回収による収入 300,695

 10 連結子会社株式の追加取得による支出 △ 4,033

 11 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 15,879

 12 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 22,247

 13 貸付による支出 △ 780,200

 14 貸付金の回収による収入 307,740

 15 その他 △ 639,474

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,900,586

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 7,119,815

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 4,101,080

 ３ 長期借入れによる収入 2,994,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 773,901

 ５ 社債の発行による収入 48,820

 ６ 社債の償還による支出 △ 121,000

 ７ 自己株式の売却による収入 7,858

 ８ 配当金の支払額 △ 125,124

 ９ 少数株主への配当金の支払額 △ 5,544

 10 その他 △ 11,992

   財務活動によるキャッシュ・フロー 5,031,850

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 6,601

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,622,547

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,415,797

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,793,249
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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） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

     日本標準産業分類を勘案して区分しております。 

     ２ 各区分に属する主要な事業の内容 

         建設事業：建築、土木その他建設工事全般に関する事業 

         不動産事業：不動産の売買、賃貸、仲介等に関する事業 

         プラスチック関連事業：ＦＲＰ製品の製造等に関する事業 

         交通関連事業：道路旅客運送、自動車整備に関する事業 

         投資事業：企業再生ファンドの運営等に関する事業 

         その他の事業：部品製造に関する事業等 

     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(299,067千円)の主なものは、提出会社の営 

         業費用であります。 

  

【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) 

全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

【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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

建設事業
   

(千円)

不動産事業 
   

(千円)

プラスチッ
ク関連事業
(千円)

交通関連
事業 

(千円)

投資事業
   

(千円)

その他の
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

4,701,343 2,400,478 1,584,798 1,186,911 210,852 2,959,795 13,044,179 ― 13,044,179

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

147,614 19,841 ― 711 ― 12,281 180,449 (180,449) ―

計 4,848,957 2,420,320 1,584,798 1,187,623 210,852 2,972,076 13,224,628 (180,449) 13,044,179

営業費用 4,984,956 2,408,266 1,537,193 1,223,157 289,689 3,045,428 13,488,691 126,829 13,615,520

営業利益又は 
営業損失(△)

△135,998 12,054 47,604 △35,533 △78,837 △73,351 △264,062 (307,278) △571,341
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