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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4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3月期第3四半期 4,208 46.9 122 ― 45 ― △1,091 ―
20年3月期第3四半期 2,863 △35.8 △404 ― △566 ― △492 ―

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3四半期 △9,940.11 ―
20年3月期第3四半期 △6,261.29 ―

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3四半期 974 △791 ― △1,749.92
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3四半期  △793百万円 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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 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  
詳細は、「定性的情報・財務諸表等」 「４．その他」をご参照ください。  

(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） 

詳細は、「定性的情報・財務諸表等」 「４．その他」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

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3四半期 454,665株 20年3月期 79,665株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 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3四半期 110,756株 20年3月期第3四半期 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３四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

乱から景況感が急速に悪化し、雇用情勢の悪化や個人消費の落ち込みが加速する等、景気の不透明感が一層拡大する状況

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も、世界的な金融信用収縮に伴い国内不動産取引は停滞し、業界の景

況感を判断する指標である新築住宅着工戸数も低い水準で推移いたしました。また、景気悪化の影響が波及し、お客様が

価格下落期待で様子見をして、成約までに長期間を要する等、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。　

こういった経済状況のもとで、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販売用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３四半期連結会計期間の業績は、売上高254,453千円、営業損失135,085千円、経常損失147,347

千円、四半期純損失は65,487千円となりました。

　当第３四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３四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、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進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経費低減に努めましたが、単独事業における黒字化は達成できませんでし

た。

　以上の結果、売上高は99,598千円、営業損失18,271千円となりました。

 

（不動産流動化事業）

　当第３四半期連結会計期間の不動産流動化事業におきましては、商業ビルの管理業務をおこないました。

　以上の結果、売上高は15,713千円、営業損失は12,325千円となりました。

 

（企画不動産販売事業）

　当第３四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、当社が保有するマンションの販売を継続いたしまし

た。

　以上の結果、売上高は103,985千円、営業利益は15,531千円となりました。

 

（人材派遣事業）

　当第３四半期連結会計期間の人材派遣事業におきましては、登録スタッフ数は当初予定していた推移で増加いたしまし

たが、受注件数は低調に推移いたしました。

　以上の結果、売上高33,496千円、営業損失は2,465千円となりました。

 

（その他事業）

　当第３四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1,658千円、営業損失4,699千円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は第２四半期連結会計期間末に比べ

28,522千円増加し63,995千円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四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39,276千円となりました。これは主に、企画不動

産販売事業における物件の売却に伴う棚卸資産の減少額80,607千円によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四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3,343千円となりました。これは主に、差入保証

金の回収による収入1,500千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３四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14,097千円であります。これは主に、短期借入金

の返済による支出115,838千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21年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成20年11月14日「業績予想（連結・個別）の修正に関する

お知らせ」にて公表いたしました予想数値から変更はありません。　

　平成21年３月期第３四半期連結会計期間におきましては、厳しい事業環境が続いた結果、営業損失135,085千円、経

常損失147,347千円を計上し、特別利益98,321千円を計上したものの、四半期純損失65,487千円を計上いたしました。

しかしながら、当社の基幹事業であります企画・販売代理事業におきまして、平成21年３月期第４四半期連結会計期

間に事業収益が集中するため、当連結会計期間におきましては、平成20年11月14日公表の業績予想数値のとおり推移

するものと考えております。 

 

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）

　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３四半期連結累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、当第３四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。

 

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

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、当第３四半期連結累計期間において、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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失には影響ありません。



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３四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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 63,995 266,068

受取手形及び売掛金 70,003 210,491

たな卸資産 634,978 4,836,218

前払費用 5,134 23,144

その他 15,665 104,154

貸倒引当金 △223 △50,648

流動資産合計 789,553 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 △6,986 △23,250

建物（純額） 68,632 64,957

工具、器具及び備品 15,167 23,028

減価償却累計額 △7,324 △13,162

工具、器具及び備品（純額） 7,842 9,865

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 94,083 92,429

無形固定資産   

無形固定資産合計 23,446 16,163

投資その他の資産   

投資有価証券 19,659 40,323

差入保証金 22,799 142,801

保険積立金 3,543 3,936

破産更生債権等 52,795 2,749

その他 20,038 20,200

貸倒引当金 △57,031 △7,031

投資その他の資産 61,804 202,981

固定資産合計 179,334 311,575

繰延資産   

社債発行費 5,446 7,223

繰延資産合計 5,446 7,223

資産合計 974,334 5,708,228



（単位：千円）

当第３四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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 469,143 902,000

1年内返済予定の長期借入金 61,304 2,001,701

1年内償還予定の社債 172,000 110,000

未払法人税等 1,351 102

未払金 122,658 128,565

預り金 18,339 41,329

賞与引当金 5,549 30,647

1年内返還予定の預り保証金 107,150 136,362

その他 59,538 44,912

流動負債合計 1,017,035 3,395,620

固定負債   

社債 180,000 340,000

長期借入金 508,981 1,762,041

退職給付引当金 58,711 61,012

負ののれん 1,404 1,755

その他 150 350

固定負債合計 749,246 2,165,158

負債合計 1,766,281 5,560,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 474,385 399,160

資本剰余金 188,065 112,840

利益剰余金 △1,420,411 △329,027

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 △793,947 146,986

新株予約権 2,000 －

少数株主持分 － 462

純資産合計 △791,947 147,448

負債純資産合計 974,334 5,708,228



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,208,614

売上原価 3,109,202

売上総利益 1,099,412

販売費及び一般管理費 977,010

営業利益 122,401

営業外収益  

受取利息 191

負ののれん償却額 351

雑収入 2,349

営業外収益合計 2,891

営業外費用  

支払利息 71,812

社債発行費償却 1,973

支払手数料 1,015

雑損失 4,999

営業外費用合計 79,800

経常利益 45,492

特別利益  

償却債権取立益 2,236

貸倒引当金戻入額 424

賞与引当金戻入額 22,982

受取和解金 75,000

その他 5,200

特別利益合計 105,843

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

投資有価証券評価損 16,199

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 1,242,269

税金等調整前四半期純損失（△） △1,090,933

法人税、住民税及び事業税 911

少数株主損失（△） △462

四半期純損失（△） △1,091,383



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 254,453

売上原価 116,679

売上総利益 137,774

販売費及び一般管理費 272,860

営業損失（△） △135,085

営業外収益  

受取利息 5

負ののれん償却額 117

雑収入 335

営業外収益合計 457

営業外費用  

支払利息 8,653

社債発行費償却 592

支払手数料 355

雑損失 3,117

営業外費用合計 12,718

経常損失（△） △147,347

特別利益  

賞与引当金戻入額 18,121

受取和解金 75,000

その他 5,200

特別利益合計 98,321

特別損失  

投資有価証券評価損 16,199

特別損失合計 16,199

税金等調整前四半期純損失（△） △65,225

法人税、住民税及び事業税 262

四半期純損失（△） △65,487



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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損失（△） △1,090,933

減価償却費 7,235

移転費用 7,135

負ののれん償却額 △351

その他の償却額 7,292

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） △2,301

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） △424

固定資産除却損 6,452

投資有価証券評価損益（△は益） 16,199

社債発行費償却 1,777

受取利息及び受取配当金 △191

支払利息 67,519

売上債権の増減額（△は増加） 140,488

仕入債務の増減額（△は減少） 10,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,984,556

預り金の増減額（△は減少） △22,989

預り保証金の増減額（△は減少） △29,412

その他 △13,390

小計 3,273,350

利息及び配当金の受取額 245

利息の支払額 △64,293

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 32,989

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,242,292

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 20,200

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

投資有価証券の売却による収入 1,834

差入保証金の回収による収入 120,002

その他 393

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,806

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 558,600

短期借入金の返済による支出 △991,456

長期借入金の返済による支出 △3,193,457

社債の発行による収入 92,000

社債の償還による支出 △100,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 90,000

新株予約権の発行による収入 2,450

配当金の支払額 △106

その他 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,543,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △181,872

現金及び現金同等物の期首残高 245,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 63,995



　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。
　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。
　当第３四半期連結会計期間におきましては、米国に端を発した世界的規模の景気後退が、需要の減退ならびに株価の
下落等により、企業収益の減少と雇用・所得環境のさらなる悪化をもたらし、当社が事業展開しております不動産市場
におきましても、新設住宅着工戸数が依然として低迷するなど、厳しい事業環境が続いた結果、営業損失135,085千円、
経常損失147,347千円を計上し、特別利益98,321千円を計上したものの、四半期純損失65,487千円を計上いたしました。
この結果、第３四半期連結累計期間におきましては、四半期純損失1,091,383千円を計上し、純資産において791,947千
円の債務超過となっております。また、平成20年12月末日現在、金融機関に対して運転資金として発行した社債28,000
千円については延滞、また、役員報酬を含む一部経費21,717千円についての支払いの遅延が発生している状況となって
おります。平成21年２月13日時点におきましては、合計47,217千円についての支払いの遅延が発生している状況となっ
ており、支払いの遅延の状況を完全に解消するには至っておりません。
　このような状況により、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。
　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、大阪本社への資本
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り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した資金を、当社が販売代理事業を長らく展開して
きたことによる、不動産情報の地域別の属性分析力等の情報を活用した、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の土地等の取得費用に一部充当する予定であり、今後も継続して当該新株予約権の行使により得
た資金を当該事業の資金に充当していくことにより、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、及び販売用不動産の売却等による保有資産のオフバランス化につきましては、当第３四
半期連結会計期間においても引き続きたな卸資産及び負債の圧縮に努め、当第３四半期連結会計期間末における販売用
不動産は634,710千円となっております。

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11月13日付で行使総額340,000千円の第２回株式会社セイクレスト新株予約権（第三者
割当）を発行いたしました。当該新株予約権につきましては、平成21年２月13日時点で150,000千円行使されている状況
であります。今後におきましても、OVE 第２号投資事業組合から、当該第２回株式会社セイクレスト新株予約権並びに、
総額150,000千円の第１回株式会社セイクレスト新株予約権の権利行使が段階的におこなわれることにより、有利子負債
を圧縮し、早期に財務体質の改善を図るとともに、キャッシュフロー面においても、事業計画上の推進事業の伸展が図
れると考えております。
 
　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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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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
380,802 2,910,611 825,488 85,356 6,355 4,208,614 － 4,208,614

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － 56,999 371 57,371 （57,371）　 －

計 380,802 2,910,611 825,488 142,356 6,727 4,265,985 （57,371）　 4,208,614

営業利益又は営業損失

（△）
△76,737 456,805 143,032 △3,464 △26,891 492,745 （370,343) 122,401

　（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、371,605千円であり、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。
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〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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、当第３四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1,091,383千円減少しておりま

す。その結果、当第３四半期連結会計期間末における純資産額が791,947千円の債務超過となっております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,863,947

Ⅱ　売上原価 1,729,292

売上総利益 1,134,655

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,539,600

営業損失（△） △404,945

Ⅳ　営業外収益 3,187

Ⅴ　営業外費用 164,349

経常損失（△） △566,107

Ⅵ　特別利益 72,862

Ⅶ　特別損失 77

税金等調整前四半期純損失
（△）

△493,321

法人税、住民税及び事業税 426

　法人税等調整額 △54

少数株主損失（△）　 △898

四半期純損失（△） △492,795
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　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（△） △493,321

減価償却費　 7,569

たな卸資産評価損 220,000

負ののれん償却額　 △351

退職給付引当金の増加額 11,271

賞与引当金の減少額 △17,770

貸倒引当金の減少額　 △622,405

支払利息 112,126

売上債権の減少額　 722,772

たな卸資産の増加額　 △2,157,675

仕入債務の減少額　 △9,645

預り金の増加額 1,040

その他 △50,610

小計 △2,277,000

利息及び配当金の受取額 1,319

利息の支払額　 △102,557

法人税等の支払額　 △103,385

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,481,624

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 △50,439

定期預金の払戻による収入　 50,391

有形固定資産取得による支出　 △2,389

無形固定資産取得による支出　 △2,150

投資有価証券の取得による支出 △51,500

投資有価証券の売却による収入 30,000

その他　 △20,509

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,596
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　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 3,693,500

短期借入金の返済による支出　 △3,708,501

長期借入れによる収入　 2,342,778

長期借入金の返済による支出　 △193,684

社債の償還による支出 △150,000

配当金の支払額　 △24,871

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,959,220

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △569,000

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期末残高 912,617
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