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平成２０年１２月４日 

各      位 

                 会社名   株式会社セイクレスト 

代表者名  代表取締役 青木 勝稔 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８９００） 

問合せ先  常務取締役経営管理本部長 三浦 多実也 

                                  電話    ０６―６２６４―７０７７ 

 

(訂正・修正・数値データ訂正あり)「平成 21年３月期第２四半期決算短信」の一部訂正、修

正及び継続企業の前提に関する注記の一部修正について 

 

平成 20 年 11 月 14 日に発表いたしました「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」において、一部訂

正、修正すべき事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、修正箇所には、＿＿＿＿線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．修正理由 

平成 20 年 11 月 14 日「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」発表以降において、「平成 21 年３月期

第２四半期決算短信」Ｐ10～Ｐ11（継続企業の前提に関する注記）の内容につきまして、将来的な営業

活動の展望や、資金計画のスケジュールを、当社と監査法人の間で再度確認作業を実施し、本日までに

当社と監査法人の間での確認作業が終了し、当該記載内容の一部修正が発生したためであります。 

 

２．一部修正事項について 

「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」Ｐ10～Ｐ11 

【修正前】（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。 
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 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
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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。 

 

【修正後】（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、金融機関に対して運転資金として発行した社債 30,000 千円については延滞、また、役員報酬

を含む一部経費 53,310 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 号投資事業組合より当四半期報告書提出日

（平成 20 年 12 月４日）までに、計 104,000 千円の社債発行等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、当四半期報告書提出日現在（平成 20 年 12 月４日）におきましては、平成 20 年８月以

降の役員報酬 16,635 千円、社会保険料等 38,931 千円、合計 55,566 千円の経費について遅延しており

ます。また、上記社債のうち 29,500 千円についても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。 
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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。 
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３．一部訂正事項について 

「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」Ｐ3 

【訂正前】 

４．その他（３）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。 

 

【訂正後】 

４．その他（３）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 千円増加しております。 

 

４．数値データの修正事項について 

「平成 21 年３月期第２四半期決算短信」Ｐ1 

【訂正前】 

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） 

 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 

 

通期 
百万円 

5,095 

％ 

51.4 

百万円 

326 

％ 

― 

百万円 

247 

％ 

― 

百万円 

△953 

％ 

― 

円 銭 

11,968 22 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

 

【訂正後】 

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） 

 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 

 

通期 
百万円 

5,095 

％ 

51.4 

百万円 

326 

％ 

― 

百万円 

247 

％ 

― 

百万円 

△953 

％ 

― 

円 銭 

△12,114 19 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

以 上 


