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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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6月期第2四半期 6,043 ― △716 ― △870 ― △903 ―

20年6月期第2四半期 2,699 54.7 △310 ― △483 ― △318 ―

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6月期第2四半期 △51,840.16 ―

20年6月期第2四半期 △17,545.07 ―

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6月期第2四半期 12,757 △386 △3.0 △22,488.66

20年6月期 18,421 594 3.2 32,733.13

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  △386百万円 20年6月期  594百万円

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6月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 8,097 80.7 △717 ― △928 ― △951 ― 53,196.00

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  有  

（注） 詳細は、４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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．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、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値
と異なる場合があります。 
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 2 社 （社名 (株)ベルス、(株)インサイド ）

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6月期第2四半期  17,880株 20年6月期  18,356株

② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  689株 20年6月期  476株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  17,429株 20年6月期第2四半期  18,135株



 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、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危機

の深刻化により、景気の後退は鮮明となってまいりました。平成21年１月20日に公表された内閣府月例経済報告に

よると、「景気は、急速に悪化している。」との基調判断にあるとおり、企業の収益は大幅に減少しており、雇用

情勢も急速に悪化しつつあります。また、わが国経済の先行きにつきましては当面悪化が続くとみられ、製造業等

の急速な減産の動きなどが雇用の大幅な調整につながることが懸念されており、景気をさらに下押しするリスクが

存在することに留意する必要があります。 

 当第２四半期連結会計期間の分譲マンション市場におきましては、世界的な信用収縮を背景とした金融機関の融

資審査の厳格化や企業収益の悪化に伴う雇用調整等、先行きに対する不透明感から、消費者の購買意欲の低下を招

いております。 

 このような事業環境下、当第２四半期連結会計期間におきまして、連結売上高が2,312百万円、連結営業損失290

百万円、連結経常損失355百万円を計上し、四半期純損失は338百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①受託販売事業 

 受託販売事業に関しましては、新規受託契約について収益性の高い案件の選択取得や社員を積極的に現場に配置

し、外注コストの圧縮を図ることで利益率の向上を図りましたが、景気の先行き不透明感がより一層高まったこと

で購入希望者が慎重となったため販売件数は低調に推移いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は341百万円、営業損失は30百万円となりました。 

  

②アセットソリューション事業 

 アセットソリューション事業に関しましては、十三東プロジェクト及び都島本通プロジェクトの売却を完了し、

売上を計上いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は509百万円、営業損失は14百万円となりました。 

  

③住宅設備備品販売事業 

 住宅設備備品販売事業に関しましては、受託販売事業との連携強化による販売強化を図りましたが、マンション

販売件数の低下に伴い、住宅設備備品の売上及びリフォームの受注売上も連動して低下いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は34百万円、営業損失は８百万円となりました。   

 なお、当事業を営む株式会社インサイドは、平成20年11月30日付で当社の連結子会社から除外されており、当セ

グメントの売上高及び営業損失は平成20年10月１日から平成20年11月30日までの経営成績であります。 

  

④不動産分譲事業 

 不動産分譲事業に関しましては、資金効率を向上させるため、御幣島プロジェクト(総戸数46戸)のＪＶ相手先デ

ベロッパーへのシェアアウトを行いました。第１四半期連結会計期間より取り組んでおります戸田公園プロジェク

ト（総戸数55戸）、長吉長原プロジェクト（総戸数244戸）につきましては、引き続き分譲を行っております。 

 また、新築分譲マンション買取再販事業に関しましては、近隣物件に比し、低価格のマンションが提供可能とな

ることから、大阪、東京及び福岡の各物件とも堅調に推移いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,221百万円、営業損失は239百万円となりました。 

   

⑤賃貸住宅事業 

 賃貸住宅事業に関しましては、第１四半期連結会計期間において実施した建築請負事業の整理により、収益状況

は改善し、不動産賃貸事業は順調に推移いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は97百万円、営業利益は46百万円となりました。 

  

⑥住宅関連サービス事業 

 住宅関連サービス事業に関しましては、マンションをはじめとする住宅業界が販売不振となっている現状におき

まして、デベロッパーによる販売促進強化の必要性から、持家情報の提供等に係る広告料収入が前年比増加いたし

ました。 

 これらの結果、売上高64百万円、営業利益17百万円を計上いたしました。  

 なお、当事業を営む株式会社ベルスは平成20年11月12日付で当社の連結子会社から除外されており、当セグメン

トの売上高及び営業利益は平成20年10月１日から平成20年10月31日までの経営成績であります。 

【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 



  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、第１四半期連結会計期間末に比べ2,979百万円減少し、12,757百万円

となりました。これは主に、販売用不動産の売却等によって流動資産が2,454百万円減少し、子会社の売却等により

固定資産が525百万円減少したこと、また、当該物件や子会社の売却等によって得た資金を借入金の返済に充当した

こと等により負債合計が2,573百万円減少したこと、及び四半期純損失を338百万円計上したことによるものであり

ます。 

 なお、各要因の分析は以下のとおりであります。 

  

（流動資産） 

 流動資産は9,204百万円を計上し、第１四半期連結会計期間末の11,658百万円から2,454百万円の減少となりまし

た。 

 これは主に、受託販売事業において販売を受託していた物件の竣工に伴い、売掛金の回収が進んだことにより291

百万円減少したこと、及びアセットソリューション事業及び不動産分譲事業における保有物件の売却を積極的に進

めたことにより、販売用不動産が1,599百万円減少し、当該物件の売却によって得た資金を借入金等の返済に充当し

たこと等により、現金及び預金が398百万円減少したことによります。 

  

（固定資産） 

 固定資産は3,552百万円を計上し、第１四半期連結会計期間末の4,078百万円から525百万円の減少となりました。

 これは主に、第１四半期連結会計期間末に連結子会社であった株式会社ベルスを売却したこと等により、のれん

等が483百万円が減少したことによります。 

  

（流動負債） 

 流動負債は9,528百万円を計上し、第１四半期連結会計期間末の11,000百万円から1,471百万円の減少となりまし

た。 

 これは主に、アセットソリューション事業及び不動産分譲事業における保有物件の売却を積極的に進めたことに

よる借入金の返済により短期借入金が980百万円減少したこと、及びアセットソリューション事業における十三東プ

ロジェクトの売却に伴い、工事代金の一部を決済したこと等によって買掛金が309百万円減少したことによりま

す。  

  

（固定負債） 

 固定負債は3,615百万円を計上し、第１四半期連結会計期間末の4,717百万円から1,102百万円の減少となりまし

た。 

 これは主に、長期借入金970百万円を１年以内返済予定の長期借入金に振り替えたことによる減少、社債の一部償

還による20百万円の減少、及び第１四半期連結会計期間に連結子会社であった株式会社ベルスを売却したことによ

り、退職給付引当金36百万円が減少したことによります。 

  

（純資産） 

 純資産は386百万円の債務超過に至り、第１四半期連結会計期間末の19百万円から405百万円の減少となりまし

た。 

 これは主に、四半期純損失338百万円を計上したことによります。 

  

 当社グループが属する不動産業界においては、個人所得の伸び悩みによる消費の低迷や世界的な信用収縮などの

影響から物件の流通が低迷しており、不動産物件全般に価格が下落傾向で推移していることから、今後につきまし

ても、当面厳しい事業環境で推移すると見込まれ、平成20年11月14日に公表いたしました平成21年６月期の連結業

績予想を修正しております。 

 詳細は、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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 



  

 当社は、平成20年11月12日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ベルスの当社保有株式全部にあ

たる28,000株を譲渡することを決議し、同日付で譲渡いたしました。これにより、平成20年７月１日から平成20年

10月31日までの経営成績を連結の対象とし、平成20年11月１日以降、同社を連結の範囲から除外しております。 

 また、平成20年11月28日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社インサイドの当社保有株式162株

（発行済株式総数200株）を譲渡することを決議し、平成20年11月30日付で譲渡いたしました。これにより、平成

20年７月１日から平成20年11月30日までの経営成績を連結の対象とし、平成20年12月１日以降、同社を連結の範囲

から除外しております。  

  

① 簡便な会計処理 

・当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸を基礎として合理的な方法により算定しております。また、たな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。 

・固定資産の定率法による減価償却費については、当第２四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。 

・経過勘定項目の算定に関しては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

・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。 

② 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。  

  

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 

 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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は305,339千円増加しております。 



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12月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 214,985 1,024,116

受取手形及び売掛金 578,285 888,913

販売用不動産 ※1  7,917,537 ※1, ※2, ※5  11,602,001

未成業務支出金 － 352,784

貯蔵品 1,553 3,583

その他 506,500 611,366

貸倒引当金 △14,411 △112,631

流動資産合計 9,204,449 14,370,134

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,003,763 2,061,356

減価償却累計額 △340,362 △297,359

建物及び構築物（純額） ※1  1,663,400 ※1, ※5  1,763,997

土地 ※1  676,531 ※1, ※5  703,822

その他 30,643 38,059

減価償却累計額 △23,685 △24,929

その他（純額） 6,958 13,129

有形固定資産合計 2,346,890 2,480,949

無形固定資産   

のれん 211,352 654,667

その他 285,330 347,216

無形固定資産合計 496,682 1,001,883

投資その他の資産   

投資有価証券 73,990 81,530

長期貸付金 405,519 296,718

差入保証金 119,139 125,850

その他 233,949 64,014

貸倒引当金 △123,388 －

投資その他の資産合計 709,209 568,114

固定資産合計 3,552,781 4,050,947

資産合計 12,757,230 18,421,082



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 704,300 1,246,297

短期借入金 ※1, ※3  6,886,470 ※1, ※3  7,969,357

1年内返済予定の長期借入金 ※1, ※3  1,190,968 ※1, ※3  2,345,370

1年内償還予定の社債 20,000 213,400

未払金 517,006 315,913

未払法人税等 1,982 28,697

預り金 78,525 481,161

賞与引当金 27,297 16,099

契約キャンセル引当金 23,420 32,108

その他 78,630 265,161

流動負債合計 9,528,598 12,913,567

固定負債   

社債 660,000 686,600

長期借入金 ※1, ※3  2,899,783 ※1, ※3  4,115,013

退職給付引当金 － 34,700

その他 55,310 76,925

固定負債合計 3,615,093 4,913,239

負債合計 13,143,691 17,826,806

純資産の部   

株主資本   

資本金 515,461 515,461

資本剰余金 486,560 486,560

利益剰余金 △1,377,391 △363,218

自己株式 △8,771 △56,325

株主資本合計 △384,140 582,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,463 2,790

新株予約権 141 94

少数株主持分 － 8,912

純資産合計 △386,461 594,275

負債純資産合計 12,757,230 18,421,082



（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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,043,424

売上原価 5,720,126

契約キャンセル引当金戻入額 32,108

契約キャンセル引当金繰入額 23,419

売上総利益 331,987

販売費及び一般管理費 ※  1,048,596

営業損失（△） △716,608

営業外収益  

受取利息 11,322

その他 22,566

営業外収益合計 33,888

営業外費用  

支払利息 138,788

その他 48,765

営業外費用合計 187,553

経常損失（△） △870,273

特別利益  

投資有価証券売却益 33,118

その他 871

特別利益合計 33,989

特別損失  

固定資産売却損 34,717

債権売却損 18,000

その他 4,554

特別損失合計 57,271

税金等調整前四半期純損失（△） △893,555

法人税、住民税及び事業税 4,051

法人税等調整額 5,031

法人税等合計 9,082

少数株主利益 891

四半期純損失（△） △903,528



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,312,766

売上原価 2,121,867

契約キャンセル引当金戻入額 12,177

売上総利益 203,077

販売費及び一般管理費 ※  493,588

営業損失（△） △290,511

営業外収益  

受取利息 4,459

その他 17,143

営業外収益合計 21,602

営業外費用  

支払利息 58,267

その他 28,090

営業外費用合計 86,357

経常損失（△） △355,266

特別利益  

投資有価証券売却益 32,777

その他 79

特別利益合計 32,856

特別損失  

債権売却損 16,600

その他 1,150

特別損失合計 17,750

税金等調整前四半期純損失（△） △340,160

法人税、住民税及び事業税 1,315

法人税等調整額 △4,458

法人税等合計 △3,143

少数株主利益 1,345

四半期純損失（△） △338,363



（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７月１日 
 至 平成20年12月31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利益 △893,555

減価償却費 55,510

たな卸資産評価損 139,404

のれん償却額 43,340

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,717

受取利息及び受取配当金 △11,322

支払利息 138,788

有形固定資産売却損益（△は益） 34,717

売上債権の増減額（△は増加） 245,389

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,557,213

仕入債務の増減額（△は減少） △529,761

未払費用の増減額（△は減少） △83,351

預り金の増減額（△は減少） △370,180

その他 363,060

小計 2,714,970

利息及び配当金の受取額 11,322

利息の支払額 △143,707

法人税等の支払額 △18,117

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,564,469

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 56,240

有形固定資産の売却による収入 52,584

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△70,153

短期貸付金の回収による収入 118,788

長期貸付けによる支出 △118,788

長期貸付金の回収による収入 9,988

その他 △23,410

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,249

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 3,353,736

短期借入金の返済による支出 △4,436,623

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △1,950,228

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △320,000

その他 △8,771

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,211,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △622,169

現金及び現金同等物の期首残高 957,237

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △131,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  204,006



 当社グループは、前連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日）において、連結損益計算

書における経常損失371,503千円、当期純損失1,179,449千円を計上し、連結貸借対照表における純資産の部は

594,275千円となりました。また、当第２四半期連結累計期間において903,528千円の四半期純損失を計上した結

果、386,461千円の債務超過に至りました。 

 上記により、金融機関とのコミットメントライン契約書、金銭消費貸借契約証書及びタームローン契約書に規

定されている財務制限条項に抵触いたしております。 

 当社グループは、該当する借入について金融機関８行に対し平成20年12月末日を期日とする返済スケジュール

の変更を要請し合意を得ました。今般、当該借入についての返済期日が到来したため、再度、返済スケジュール

見直しを要請し協議を重ねた結果、主要金融機関５行については、返済スケジュールの変更について合意を得、

残り３行とは、現在、協議を継続しております。 

 「（仮称）神戸ミッドポート」プロジェクトにつきましては、平成20年６月末日までに建設工事代金支払のた

めの資金調達の目処がつかなかったことにより、平成20年６月末日に当社から建設会社へ前払いすべき工事代金

616百万円の支払が遅滞し、建設会社は工事を中断しております。本件プロジェクトにつきましては、当社の連

結子会社の合同会社ベイサイド295の単独事業から大手開発事業者との共同事業に切り替えるべく、継続的に複

数の企業と折衝を行っておりますが、現在、工事再開の目処はたっておりません。 

 こうした状況から、当社グループには当第２四半期連結会計期間において、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。 

  

 今後につきましては業績改善のため、総資産及び負債の圧縮並びに固定費削減を図るとともに、当社グループ

のコアビジネスである受託販売事業の収益力強化に努めてまいります。 

 具体的には、総資産及び負債の圧縮を図るため、アセットソリューション事業においては、新規用地の取得を

凍結し、既存のプロジェクトにつきましては、早期の売却に注力してまいります。連結子会社の株式会社セルサ

スコーポレーションで展開するマンション共同事業プロジェクトについては、資金効率改善を図るため共同事業

相手先企業への事業シェア持分の譲渡を進めております。また、受託販売事業の収益力強化を図るため、マンシ

ョン市場の景況悪化の中、増加するマンションの完成在庫物件や販売不振物件に受託をシフトし、好条件の販売

手数料が見込める販売体制を構築してまいります。さらに抜本的な固定費削減策として、①本社間接部門人員の

販売部門への異動による外部営業スタッフ費用支出の抑制、②希望退職制度の実施、③役員報酬の30%～50%の削

減及び全社員を対象とした賃金の引き下げ、④本社事務所の一部解約及び東京事務所の移転、⑤九州地区からの

受託販売事業の撤退等の施策を推進しております。 

  

 当連結財務諸表は、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 

(5)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急速な景気の後退により、不動産の取引価格が大きく下落したことを受

け、売上総利益は大幅に悪化いたしました。これにより、第１四半期連結会計期間より取り組んでおりました経

費削減活動も、係る景気の急速な後退には対応しきれず、販売費及び一般管理費を吸収しきれなかったこと等に

より、四半期連結営業損失716百万円を計上いたしました。また、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事

象又は状況」に記載しております返済スケジュールの見直しに係る借入金の利払い等により、四半期連結経常損

失870百万円を計上いたしました。加えて、資金効率の改善を図るため、総資産及び負債の圧縮を進めたこと等

により、固定資産売却損等の特別損失57百万円を計上した結果、四半期連結純損失903百万円を計上いたしまし

た。これらの要因により、当第２四半期連結会計期間末における純資産額は386百万円の債務超過に至りまし

た。 

 また、第１四半期連結会計期間において自己株式を消却したことにより、当第２四半期連結会計期間末におけ

る自己株式は8,771千円となっております。 

  



「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７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,699  100.0

Ⅱ 売上原価        2,132  79.0

売上総利益        567  21.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        878  32.5

営業損失        310  11.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息及び配当金  4            

２．不動産賃貸収入  8            

３．その他  2  15  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  136            

２．融資関連手数料  48            

３．その他  3  188  7.0

経常損失        483  17.9

Ⅵ 特別利益       -           

Ⅶ 特別損失       -           

税金等調整前中間純損失        483  17.9

法人税、住民税及び事業税  1            

法人税等調整額 △166 △165 △6.1

少数株主利益                  

中間純損失        318  11.8

        



(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７月1日 
至 平成19年12月31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損失 △483

 減価償却費  46

 のれん償却額  18

 株式報酬費用  5

 契約キャンセル引当金の増減額（減少：△）  55

 受取利息及び受取配当金 △4

 支払利息  136

 売上債権の増減額（増加：△） △330

 仕入債務の増減額（増加：△） △48

 前渡金の増減額（増加：△） △77

 たな卸資産の増減額（増加：△） △4,925

 その他 △47

小計 △5,654

 利息及び配当金の受取額  2

 利息の支払額 △143

 法人税の支払額 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,876

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 △7

 有価証券の取得による支出 △6

 有価証券の売却による収入  5

 有形固定資産の取得による支出 △5

 投資有価証券の取得による支出 △28

 貸付による支出 △10

 貸付金回収による収入  28

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 

△14

 その他  0

投資活動によるキャッシュ・フロー △37

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の純増加額  3,445

 長期借入金による収入  3,252

 長期借入金の返済による支出 △182

 社債の償還による収入 △20

 配当金の支払額 △41

 自己株式の取得による支出 △27

 自己株式の処分（ストック・オプション行
使）による収入  1

財務活動によるキャッシュ・フロー  6,427

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  513

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,015

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,529

       


	株式会社ライフステージ　(8991)　平成21年６月期第２四半期決算短信: 株式会社ライフステージ　(8991)　平成21年６月期第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


