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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 39,539 ― △10,242 ― △12,203 ― △18,003 ―
20年5月期第2四半期 74,387 61.4 17,981 108.4 15,224 126.1 8,297 106.6

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5月期第2四半期 △51,894.17 ―
20年5月期第2四半期 24,825.79 23,843.97

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5月期第2四半期 136,406 7,299 5.0 19,850.11
20年5月期 177,282 26,409 14.6 74,843.95

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  6,886百万円 20年5月期  25,965百万円

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5月期 ― 1,500.00 ― 3,100.00 4,600.00
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 74,639 △32.6 △12,340 ― △16,638 ― △20,639 ― △59,491.43

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） 

※ 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、将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく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。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  346,925株 20年5月期  346,925株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  ―株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  346,925株 20年5月期第2四半期  334,216株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国経済のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融

不安による急激な景気減速と円高を背景に輸出産業をはじめとする企業業績が悪化し、景気後退局面の長期化が避け

られない状況となりました。各企業は設備投資の削減や在庫調整を余儀なくされ、また、雇用不安が世間一般を覆っ

ており、家計においては所得の低迷、株価下落による逆資産効果などにより、個人消費の落ち込みが続いておりま

す。また、原油は高騰局面から一転し大きく下落に転じてきており、需給のバランスと原材料への価格の影響を注視

する必要があります。 

 当社グループが属する不動産業界は、米国発の世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、不動産業界全体におけ

る資金調達環境は更に厳しい状況が続いており、不動産取引の減少にも更に拍車がかかり、地価及び物件価格の形成

にも大きく影響が現れ、不動産市況は急激に悪化してきております。マンション分譲については、物件購入意欲の減

退から価格調整圧力が強まっており、更なる収益率の圧迫が表面化する環境にあると認識しております。 

 このような経済環境のもと、当社グループは、不動産開発事業におきましては、計画どおり確実に工事を着工し、

デザインの追求とコストのバランスに重きをおいて事業を推進するとともに、消費者の意識変化を敏感に捉え、特に

「企画」に重点をおき、競合優位性を高める事業戦略を実行してまいりました。資産活性化事業におきましては、一

件一件の契約を着実に決済につなげるため細心の注意を払って事業を推進してまいりました。しかしながら、不動産

市況の予想以上の急激な悪化や販売先の資金調達が難しくなっていることにより、当初想定した販売価格では売却が

進まず、更なる収益率の低下が否めない状況になっております。このような外部環境の激変を踏まえ、当社グループ

が展開している個々のプロジェクトの収支計画について全面的に見直しを行った結果、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」によるたな卸資産評価損を、第１四半期連結会計期間において売上原価に1,825百万円、特別損失に4,499百

万円、当第２四半期連結会計期間において売上原価に17,038百万円計上しております。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高39,539百万円、営業損失は10,242百万円、経常損失は12,203

百万円、四半期純損失は18,003百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（不動産開発事業） 

 不動産開発事業は、個別分譲として完売済みである「プラティーク ヴェール（千葉県流山市）」の引渡し、個別

分譲として「ヴェント マーレ（千葉県千葉市）」「ヴェンティセッテ（埼玉県さいたま市）」「ケイプレイス（千

葉県柏市）」の一部、一棟売りとして「梅島プロジェクト」「草加氷川町プロジェクト」「清澄白河プロジェクト」

「高幡不動プロジェクト」の引渡しを行いました。結果としまして、売上高は11,100百万円、営業損失は3,525百万

円となりました。 

（資産活性化事業） 

 資産活性化事業は、前連結会計年度に契約を締結していたプロジェクトの確実な決済を行うと共に、混沌としてい

る不動産市況の中、時期と収益率のバランスを考え19件の物件を売却し引渡しを行いました。結果としまして、売上

高は28,239百万円、営業損失は5,592百万円となりました。 

（賃貸その他事業） 

 賃貸その他事業は、所有している物件は依然として高い稼働率で推移し、安定した収益を獲得することができまし

た。結果としまして、売上高は199百万円、営業利益は42百万円となりました。 

  

（財政状態の分析） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末から40,876百万円減少し136,406百万円となりま

した。資産は136,406百万円（前連結会計年度末比23.1%減）、負債は129,107百万円（前連結会計年度末比14.4%

減）、純資産は7,299百万円（前連結会計年度末比72.4%減）であります。前連結会計年度末からの変動の要因は以下

のとおりです。 

 資産の減少の主な要因は、販売用不動産及び仕掛販売用不動産の35,377百万円減少、現金及び預金の1,182百万円

減少、有形固定資産の2,658百万円減少であります。負債の減少の主な要因は、短期借入金の6,087百万円減少、長期

借入金の19,780百万円減少、1年内返済予定の長期借入金の6,971百万円増加、未払法人税2,010百万円減少でありま

す。純資産の減少の主な要因は、利益剰余金の19,078百万円の減少であります。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により14,247百万

円、投資活動で4,012百万円獲得し、財務活動で19,399百万円の流出がありました。結果としまして資金は期首残高

に比べ1,139百万円減少し3,711百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

 営業活動により獲得した資金は14,247百万円となりました。主な収入はたな卸資産の減少35,381百万円でありま

す。また、主な支出としましては、税金等調整前四半期純損失16,937百万円、法人税等の支払による1,971百万円、

利息の支払による1,645百万円であります。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動により獲得した資金は4,012百万円となりました。主な収入は有形固定資産の売却による4,238百万円と投

資有価証券の売却による223百万円であります。主な支出としましては、投資有価証券の取得による286百万円、関係

会社出資金の払込による100百万円及び子会社出資金の取得による86百万円であります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

 財務活動により流出した資金は19,399百万円となりました。この主な要因は、借入金の増加による20,692百万円の

収入と、借入金の返済による39,588百万円の支出との差額18,896百万円の流出によるものであります。 

  

 当社グループが属する不動産業界は、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安と信用収縮及び原油

高による原材料の急騰の影響を受け、事業環境は非常に厳しい状態にあります。更にはリーマンショック以降、経済

環境の不安定さは増す一方であり、暫らくの間は景気の著しい回復は見込めないものと認識しております。当社グル

ープにおきましても、販売活動及び販売推移の停滞が顕在化してきており、収益率の低下は否めない状況に事業環境

が激変いたしました。 

 また、「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）による当社グループの評

価損に関しましては、上述の金融情勢悪化による資産デフレの影響を直接的に受けており、このような事業環境面を

再度精査し、平成20年10月10日に公表いたしました平成21年５月期第２四半期連結累計期間並びに通期業績予想を修

正しております。詳細は、平成21年１月13日に公表いたしました「棚卸資産評価損の計上並びに2009年５月期業績予

想及び配当予想の修正に関するお知らせ」及び平成21年１月21日に公表いたしました「2009年５月期業績予想修正の

補足説明に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 中期経営計画につきましては、昨今の経済環境及び不動産市況を鑑み、不安定な環境下における将来の計画を定量

的に示すことは極めて難しい状況であると思料し、外的環境が安定するまでの間、修正計画の策定を見送る方針とい

たしました。 

 なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に

基づき当社が判断したものであり、実際の業績等は今後発生する様々な要因により大きく結果が異なる可能性があり

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

         ①簡便な会計処理 

   （たな卸資産の評価方法） 

     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もり、

簿価切下げを行う方法によっております。 

   （固定資産の減価償却費の算定方法）  

     定率法を採用している資産については、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する方法

によっております。 

  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．連結業績予想に関する定性的情報 

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 
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  ①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

    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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

         通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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

切り下げの方法）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15,426百万円、税金等調整前四半期純損

失は19,925百万円それぞれ増加しております。 

      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、賃貸借取引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（日本公認会計士協会 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日以後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。 

           ただし、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

           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。 

           なお、この変更により損益に与える影響はありません。 

（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 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,711 4,894

受取手形及び売掛金 132 220

販売用不動産 36,439 33,877

仕掛販売用不動産 89,606 127,545

貯蔵品 2 6

その他 4,752 6,268

貸倒引当金 △16 △19

流動資産合計 134,629 172,793

固定資産   

有形固定資産 381 3,039

無形固定資産 68 75

投資その他の資産   

その他 1,327 1,374

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,327 1,374

固定資産合計 1,777 4,488

資産合計 136,406 177,282

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,830 6,117

短期借入金 10,953 17,040

1年内返済予定の長期借入金 45,561 38,589

未払法人税等 3,669 5,679

引当金 608 652

その他 7,457 7,678

流動負債合計 74,079 75,758

固定負債   

長期借入金 54,513 74,294

引当金 29 26

その他 484 794

固定負債合計 55,027 75,115

負債合計 129,107 150,873
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,169 4,169

資本剰余金 4,119 4,119

利益剰余金 △1,402 17,676

株主資本合計 6,886 25,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 4

繰延ヘッジ損益 － △4

評価・換算差額等合計 － △0

少数株主持分 412 444

純資産合計 7,299 26,409

負債純資産合計 136,406 177,282
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 39,539

売上原価 45,116

売上総損失（△） △5,577

販売費及び一般管理費 4,665

営業損失（△） △10,242

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 0

違約金収入 84

その他 52

営業外収益合計 142

営業外費用  

支払利息 1,723

融資関連費用 200

持分法による投資損失 31

その他 148

営業外費用合計 2,103

経常損失（△） △12,203

特別利益  

固定資産売却益 1,638

その他 148

特別利益合計 1,786

特別損失  

たな卸資産評価損 4,499

その他 2,021

特別損失合計 6,520

税金等調整前四半期純損失（△） △16,937

法人税等 1,093

少数株主損失（△） △26

四半期純損失（△） △18,003
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11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（△） △16,937

減価償却費 72

のれん償却額 4

固定資産売却損益（△は益） △1,638

固定資産除却損 0

持分法による投資損益（△は益） 31

違約損失引当金の増減額（△は減少） 408

投資有価証券売却損益（△は益） 32

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 1,723

融資関連費用 200

売上債権の増減額（△は増加） 88

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,381

前払費用の増減額（△は増加） 282

仕入債務の増減額（△は減少） △287

未払金の増減額（△は減少） 810

賞与引当金の増減額（△は減少） △354

前受金の増減額（△は減少） △1,679

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △335

その他 260

小計 18,059

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △1,645

法人税等の支払額 △1,971

その他の支出 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,247

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 36

有形固定資産の取得による支出 △2

有形固定資産の売却による収入 4,238

無形固定資産の取得による支出 △6

関係会社出資金の払込による支出 △100

子会社出資金の取得による支出 △86

投資有価証券の取得による支出 △286

投資有価証券の売却による収入 223

敷金の差入による支出 △6

敷金の回収による収入 2

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,012
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11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 16,789

短期借入金の返済による支出 △22,877

長期借入れによる収入 3,902

長期借入金の返済による支出 △16,711

リース債務の返済による支出 △0

少数株主からの払込みによる収入 78

配当金の支払額 △581

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,139

現金及び現金同等物の期首残高 4,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,711
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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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 当社グループを取り巻く環境は、世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、金融機関による不動産向け融資

の厳格化により、資金調達状況は極めて厳しいものとなっております。そのため、不動産市況は予想以上の急激

な悪化が生じており、当初想定した販売価格では売却が進まず、更なる収益率の低下が否めない状況になってお

ります。このような外部環境の激変を踏まえた上で、当社グループが展開している個々のプロジェクトの収支計

画について全面的に見直しを行った結果、「棚卸資産の評価に関する会計基準」によるたな卸資産評価損を、第

１四半期連結会計期間において売上原価に1,825百万円、特別損失に4,499百万円、当第２四半期連結会計期間に

おいて売上原価に17,038百万円計上したことなどにより、当第２四半期連結累計期間において営業損失10,242百

万円、経常損失12,203百万円、四半期純損失18,003百万円となっております。 

 上記のような厳しい事業環境から、当社グループにおいては、分譲マンションプロジェクト資金等の一部につ

いて、金融機関に対して完成物件の販売スケジュールに合わせて返済期日を延期するとともに、建設会社等に対

して営業債務の返済の繰延べ、更に一部プロジェクトの凍結を行っております。また、未払法人税については分

割納付による減少に注力してまいりましたが、平成20年５月期の法人税、法人事業税及び都民税の納付額 5,679

百万円のうち当第２四半期連結会計期間末において3,657百万円が未納となっております。 

 当該状況により、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。  

  

 当社グループは、当該状況を解消すべく以下のとおりの経営改善策に取り組んでまいります。  

  

１．資産圧縮と事業効率の改善 

(1) 不動産開発事業 

 現在の不動産市況の厳しさを鑑み、現在開発を進めているプロジェクトについては一時中断し、コストや

事業内容の思い切った見直しを図ってまいります。今後、事業推進が難しいプロジェクトについては資産売

却により早期に資金化を図ってまいります。販売中のプロジェクトについては価格調整とコストカットを図

った上で事業を継続してまいります。キャッシュ・フローの観点から個別分譲プロジェクトの事業譲渡も推

進してまいります。 

(2) 資産活性化事業 

 当社グループの従来からの強みである企画力を駆使し、デザイン性を重視したマンション開発により経営

資源を集中するため、資産活性化事業については新規物件取得を当面凍結する予定であります。現在保有し

ている物件に関しては、現在の市況下を鑑み売却活動は厳しい見方で資金計画を立てているものの、今後は

金融機関と協議の上、市況の回復を睨みながら物件売却の早期化により資金確保を図ってまいります。 

２．キャッシュ・フローの改善 

(1) 支払条件の緩和 

 返済期限が到来したプロジェクト資金等については、完成物件の販売スケジュールに合わせて返済条件の

見直しを行ってまいります。既に一部の金融機関及び建設会社等については返済条件の緩和等合意書が締結

されております。今後は見直し後の返済条件に従い、返済及び支払いを実施してまいります。 

(2) 有利子負債の削減 

 販売用不動産の売却により、有利子負債を大幅に削減し金利負担の軽減を図ることで資金繰りの確保に努

めてまいります。また、新規開発用地については仕入基準を厳格化することで支払利息等の費用削減に努め

てまいります。 

 なお、当社グループは、当第２四半期連結会計期間末において平成20年５月期の法人税、法人事業税及び

都民税3,657百万円が未納となっております。このため、各物件における販売を強化するとともに、完成物件

の早期資金化に取り組むことで、引き続き分割納付を図りながら解消に努めてまいります。  

３．その他リストラクチャリングの推進 

(1) 役員報酬の減額 

 当社グループは既に役員数の削減、役員報酬の減額を実施しておりますが、経営責任の明確化のため、今

後も必要に応じて実施してまいります。  

(2) 人員削減 

 プロジェクト数・規模の縮小に伴い、事業規模に見合った少数精鋭での人員体制を整えるべく、グループ

全体の40～50％規模の人員削減を行ってまいります。既に平成21年２月28日までに84名（従業員66名、臨時

従業員18名）の削減を実施することとなっており、固定費負担の軽減により効率化を図ってまいります。こ
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れにより効率的な事業体制を構築し、人的資源の有効活用を図ってまいります。 

(3) その他固定費削減 

 一般管理費については、本社移転の検討、その他各費目の費用対効果を再考し経費を抑制することで、支

出の削減を図ってまいります。  

  

 上記施策の確実な実行により、資産圧縮による財務基盤の強化とキャッシュ・フローの好転を図るべく事業に

取り組んでまいります。これにより、早期に資金繰りの安定化が実現できるものと考えております。したがっ

て、第２四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第２四

半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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当第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日 至平成20年11月30日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業の内容 

不動産開発事業……マンション等の開発・販売 

資産活性化事業……収益不動産再生及び土地再開発等 

賃貸その他事業……オフィスビル・マンションの賃貸等 

３．会計方針の変更 

   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

間の営業損失は、不動産開発事業で1,650百万円、資産活性化事業で13,775百万円それぞれ増加しておりま

す。 

   

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。  

   

海外売上高がないため該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産開発

事業 
（百万円）

資産活性化
事業 

 （百万円）

賃貸その他
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益             

(1）外部顧客に対する売上高  11,100  28,239  199  39,539  －  39,539

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  11,100  28,239  199  39,539  －  39,539

営業利益又は営業損失（△）  △3,525  △5,592  42  △9,075  △1,166  △10,242

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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「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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        74,387  100.0

Ⅱ 売上原価        50,696  68.2

売上総利益        23,691  31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        5,709  7.6

営業利益        17,981  24.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  6            

２．解約違約金収入  4            

３．その他  4  14  0.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  1,933            

２．融資手数料  802            

３．持分法による投資損失  21            

４. その他      13  2,771  3.7

経常利益        15,224  20.5

Ⅵ 特別損失                  

１．本社移転費  85  85  0.1

税金等調整前中間純利益        15,139  20.4

法人税、住民税及び事業
税 

 7,420            

法人税等調整額  △540  6,879  9.2

少数株主損失        37  0.0

中間純利益        8,297  11.2
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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６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 

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  15,139

減価償却費  71

持分法による投資損失  21

株式交付費  1

受取利息及び受取配当金  △7

支払利息  1,933

融資手数料  802

売上債権の増減額  △239

仮払金の増減額  83

退職給付引当金の増減額  0

たな卸資産の増減額  △3,875

未収入金の増減額  △291

前払費用の増減額  △1,082

前渡金の増減額  △230

仕入債務の増減額  1,366

未払金の増減額  △472

賞与引当金の増減額   587

前受金の増減額  1,713

預り敷金の増減額   △658

長期未払金の増減額  △299

その他  611

小計  15,176

利息及び配当金の受取額  7

利息の支払額  △1,855

法人税等の支払額  △3,901

その他  △805

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 8,621
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

定期預金の増減額  55

有形固定資産の取得に 
よる支出 

 △84

無形固定資産の取得に 
よる支出 

 △23

投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △41

関係会社株式の取得に 
よる支出 

 △0

敷金の払込による支出  △269

敷金の返還による収入  10

その他  2

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △350

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入による収入  26,216

短期借入金の返済に 
よる支出 

 △21,807

長期借入による収入  38,083

長期借入金の返済による
支出 

 △40,420

株式の発行による収入  30

少数株主からの払込 
による収入 

 235

配当金の支払額  △640

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,697

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

 9,968

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 3,469

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 13,437
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前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 （注） １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

       ２．各事業区分の主要な事業の内容 

         不動産開発事業……マンション等の開発・販売 

         資産活性化事業……収益不動産再生及び土地再開発等 

                賃貸その他事業……オフィスビル・マンションの賃貸 

          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1,491百万円であり、その主な

ものは総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

   

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11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。 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産開発 

事業 
（百万円） 

資産活性化 
事業 

（百万円） 

賃貸その他 
事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,229  68,858  299  74,387  －  74,387

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － －  －

計  5,229  68,858  299  74,387 －  74,387

営業費用  5,727  48,959  227  54,915 1,491  56,406

営業利益  △498  19,898  72  19,472 (1,491)  17,981

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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