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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 13,894 176.6 △15,822 ― △16,167 ― △18,082 ―

20年9月期第1四半期 5,023 △47.4 △377 ― △673 ― △453 ―

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9月期第1四半期 △92.36 ―

20年9月期第1四半期 △2.32 ―

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9月期第1四半期 53,694 △16,727 △31.2 △85.45

20年9月期 79,024 1,243 1.6 6.35

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  △16,727百万円 20年9月期  1,243百万円

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9月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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  無  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表】 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．平成21年２月13日の「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」の開示のとおり、当社は、同日開催の取締役会において、東京地方裁判所に民事再生手続 
  開始の申立てを行うことを決議し、同日付にて同裁判所に申立てを行い受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられました。 
  今後につきましては、東京地方裁判所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、同裁判所に提出し、同所より認可を受けて再生計画を遂行す 
  ることになりますが、現時点では確定していないため、平成21年９月期の連結業績予想は開示できません。 
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。 
３．当社は、恒栄監査法人より四半期連結財務諸表に対する結論の表明をしない旨の四半期レビュー報告書を受領いたしました。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  195,834,571株 20年9月期  195,834,571株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  61,734株 20年9月期  60,314株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  195,773,403株 20年9月期第1四半期  195,777,883株
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 当第１四半期の業績は、効率的な販売経費の費消や販売部門の人員増強等の販売努力を続けるとともに、名古

屋事務所廃止による事務経費の削減等を行ってまいりましたが、市況の悪化による販売価格の下落などにより、

売上高が13,894百万円（前年同期比176.6％増）となったものの、事業の見直しによるたな卸資産の評価損12,175

百万円を売上原価に追加計上したこと等により営業損失は15,822百万円（前年同期は377百万円の営業損失）、経

常損失は17,791百万円（前年同期は673百万円の経常損失）、四半期純損失は18,082百万円（前年同期は453百万

円の当期純損失）、16,727は百万円の債務超過となりました。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕                            （単位:百万円）

  

（不動産販売事業） 

 不動産販売事業は、大型ファミリーマンションの「グローブスクエア」（東京都稲城市）、中・小型マンシ

ョンの「ルイシャトレ戸田公園セレスタ」（埼玉県戸田市）、「ルイシャトレ岸和田春木RYUGA」（大阪府岸和

田市）、都市型コンパクトマンションの「新横浜ヴォアール」（横浜市港北区）やシングル層向けマンション

の「ジョイシティ二条城」（京都市中京区）などを販売し、当第１四半期連結会計期間の売上高は12,260百万

円（前年同期比246.8％増）となったものの、事業の見直しによるたな卸資産の評価損12,175百万円を売上原価

に追加計上したこと等により営業損失は15,545百万円（前年同期は40百万円の営業損失）となりました。 

（請負工事事業） 

 請負工事事業は、建物管理事業との連携を強化した提案型営業を積極的に推進し、当第１四半期連結会計期

間の売上高は898百万円（前年同期比28.5％増）、営業利益は63百万円（前年同期比49.3％増）となりました。

（その他事業） 

 その他事業は、当第１四半期連結会計期間の売上高は762百万円（前年同期比4.9％減）、営業利益は建物管

理事業における販売管理費の増加などにより68百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

 当第１四半期末の資産合計額は、現金及び預金やたな卸資産の減少などにより、前連結会計年度末比25,330百万円

減少し53,694百万円となりました。また、負債合計額は支払手形及び買掛金が増加したものの、借入金の減少などに

より、前連結会計年度末比7,359百万円減少し70,422百万円となり、純資産合計額は、利益剰余金の減少などによ

り、前連結会計年度末比17,971百万円減少し△16,727百万円となりました。 

  

  

 平成21年２月13日付「民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ」の開示のとおり、当社は、同日開催の取締役

会において、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、同日付にて同裁判所に申立てを行い

受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられました。今後につきましては、東京地

方裁判所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、同裁判所に提出し、同所より認可を受けて再生

計画を遂行することになりますが、現時点では確定していないため、平成21年９月期の連結業績予想は開示できませ

ん。  

  

  該当事項はありません。  

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 

 区 分  
  前第１四半期 当第１四半期   

 営業収入  営業利益 営業収入  営業利益  

 不動産販売事業         3,535        △40       12,260      △15,545

 請負工事事業         699         42        898         63

 その他事業         802         73        762         68

 消去又は全社        △13       △453         △26       △408

 連    結        5,023       △377        13,894      △15,822

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 

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） 
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 該当事項はありません。  

  

 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）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 

（４）その他 

 当社は、恒栄監査法人より四半期連結財務諸表に対する結論の表明をしない旨の四半期レビュー報告書を受領

いたしました。 
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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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,242 6,235

受取手形及び売掛金 1,671 1,675

販売用不動産 10,403 12,466

仕掛販売用不動産 37,150 51,875

未成工事支出金 219 153

その他 1,772 4,887

貸倒引当金 △27 △33

流動資産合計 52,433 77,260

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 78 127

減価償却累計額 △57 △55

建物及び構築物（純額） 21 72

車両運搬具及び工具器具備品 137 143

減価償却累計額 △105 △103

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 31 40

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 54 112

無形固定資産   

ソフトウエア 122 167

その他 3 12

無形固定資産合計 126 179

投資その他の資産   

投資有価証券 103 471

その他 1,416 1,429

貸倒引当金 △440 △429

投資その他の資産合計 1,078 1,470

固定資産合計 1,259 1,763

繰延資産   

創立費 1 1

繰延資産合計 1 1

資産合計 53,694 79,024
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（単位：百万円）

当第１四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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,274 17,121

短期借入金 45,303 50,613

未払法人税等 13 10

賞与引当金 48 204

その他 3,149 3,070

流動負債合計 67,790 71,020

固定負債   

長期借入金 1,564 5,728

退職給付引当金 680 655

役員退職慰労引当金 133 134

その他 254 243

固定負債合計 2,632 6,760

負債合計 70,422 77,781

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,063 4,063

資本剰余金 498 498

利益剰余金 △21,268 △3,185

自己株式 △5 △5

株主資本合計 △16,710 1,371

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17 △128

評価・換算差額等合計 △17 △128

純資産合計 △16,727 1,243

負債純資産合計 53,694 79,024
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 13,894

売上原価 27,329

売上総損失（△） △13,434

販売費及び一般管理費 2,387

営業損失（△） △15,822

営業外収益  

受取利息 9

違約金収入 20

その他 30

営業外収益合計 60

営業外費用  

支払利息 321

その他 85

営業外費用合計 406

経常損失（△） △16,167

特別利益  

過年度損益修正益 4

特別利益合計 4

特別損失  

過年度損益修正損 1

減損損失 109

事業再編損 1,623

投資有価証券売却損 173

その他 10

特別損失合計 1,918

税金等調整前四半期純損失（△） △18,082

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等調整額 △2

法人税等合計 0

四半期純損失（△） △18,082
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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（△） △18,082

減価償却費 38

減損損失 109

事業再編損失 1,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 321

投資有価証券売却損益（△は益） 173

売上債権の増減額（△は増加） 3

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,721

前渡金の増減額（△は増加） 292

前払費用の増減額（△は増加） 392

仕入債務の増減額（△は減少） 2,153

前受金の増減額（△は減少） 66

その他 543

小計 4,350

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △156

法人税等の支払額 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,202

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △33

有形及び無形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 306

出資金の払込による支出 △0

貸付金の回収による収入 0

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の回収による収入 9

投資活動によるキャッシュ・フロー 280

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 8,245

短期借入金の返済による支出 △7,605

長期借入金の返済による支出 △10,114

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,992

現金及び現金同等物の期首残高 6,235

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,242
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（４）継続企業の前提に関する注記 

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

近年の建築資材の高騰や平成19年夏頃からのサブプライムローン問題に端を発した金融情勢の悪化により、不動

産市況も急激に悪化し、分譲マンションの販売戸数の大幅減少、販売価格の下落、共同事業者の倒産による工期

の遅れなどが発生し、また、これらに対処するために予定価格を下回る価格での棚卸資産売却等を余儀なくされ

るなど、当社の収益悪化、資金繰りの逼迫等は避けられないものとなりました。 

この結果当社は、前連結会計年度において10,256百万円の当期純損失を計上し、連結貸借対照表の純資産が

1,243百万円となりました。 

このような事態に対処すべく、当社は、さらなる経営合理化策として、マンション管理業を主たる業務とする子

会社を売却し、経営資源をマンション分譲事業に集中させるとともに、棚卸資産の早期売却を行ない、資金回収

による有利子負債の削減、役員報酬の大幅減額、名古屋営業所の廃止による経費削減など、収益力の強化、資金

繰りの改善のための方策を実行してきましたが、当第１四半期連結会計期間においては、当四半期純損失は

18,082百万円を計上し、16,727百万円の債務超過となっており、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。 

以上のような状況の下、今後予定されている支払手形の決済資金の目処が立たず、平成21年２月13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、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを

行い受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び監督命令が発せられました。今後、東京地方裁判

所から民事再生手続開始決定を受けた後、再生計画案を作成、同裁判所に提出し、同所より認可を受けて再生計

画を遂行することになりますが、現時点では未確定であります。 

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、上記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。 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）  事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売  中高層住宅及び戸建住宅等の販売 

請負工事   中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計施工 

 その他    中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10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在外支店がないため該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10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。 

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産販売 
（百万円） 

請負工事
（百万円） 

その他
（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      12,260  874  760  13,894 －  13,894

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
    －  24  2  26    (26) － 

計  12,260  898  762  13,921      (26)  13,894

営業利益又は損失（△）  △15,545       63  68  △15,414      (408)  △15,822

〔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 

 該当事項はありません。 
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（７）重要な後発事象 

１ (重要な子会社等の株式の売却) 

(１) その旨及び理由 

   当社は、平成21年１月15日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるニチモコミュニティ株式会社の全株式

を譲渡することを決議いたしました。 

   当社は、昨年からの不動産業界における厳しい事業環境を乗り切るためには、更なる経営合理化策を推し進めていく

ことが不可欠であるとの判断から、付随事業であるマンション管理・賃貸管理を主たる事業とする子会社のニチモコ

ミュニティ株式会社を他社へ譲渡し、当面はマンション分譲事業等を主体とした事業構成に集中することといたしま

した。 

(２) 売却する相手会社の名称 

株式会社長谷工アネシス 

   不二建設株式会社 

(３) 売却の時期 

   平成21年１月20日 

(４) 当該子会社等の名称、事業内容及び会社との取引内容 

(５) 売却する株式の数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率 

   

２ （民事再生法の規定による再生手続開始の申立てについて） 

当社は、平成21年２月13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ました。 

同日、東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い受理され、直ちに同裁判所から弁済禁止等の保全命令及び

監督命令が発せられました。 

（１）当該民事再生法手続開始の申立て等を行った年月日 

平成21年２月13日 

（２）当該民事再生法手続開始の申立て等に至った経緯 

  近年の建築資材の高騰や平成19年夏頃からのサブプライムローン問題に端を発した金融情勢の悪化により、不動産市

況も急激に悪化し、分譲マンションの販売戸数の大幅減少、販売価格の下落、共同事業者の倒産による工期の遅れな

どが発生し、また、これらに対処するために予定価格を下回る価格での棚卸資産売却等を余儀なくされるなど、当社

の収益悪化、資金繰りの逼迫等は避けられないものとなりました。 

  このような事態に対処すべく、当社は、さらなる経営合理化策として、マンション管理業を主たる業務とする子会社

を売却し、経営資源をマンション分譲事業に集中させるとともに、棚卸資産の早期売却を行ない、資金回収による有

利子負債の削減、役員報酬の大幅減額、名古屋営業所の廃止による経費削減など、収益力の強化、資金繰りの改善の

ための方策を実行してきましたが、新たな資金調達の目処が立たたない状態となりました。 

  以上の事情により、当社は、自力による事業再建は困難と判断し、事業の抜本的な再生を図るため、やむを得ず本件

民事再生手続開始の申立てをした次第です。 

（３）当該民事再生法手続開始の申立て等の内容 

申立日平成21年２月13日 

申立裁判所東京地方裁判所 

事件番号平成21年（再）第46号 

事件名民事再生手続開始申立事件 

申立代理人東京都千代田区丸の内１－７－12 サピアタワー14階 

弁護士法人北浜法律事務所東京事務所 

弁護士 荒川 雄二郎 

同 加藤 知子 

   ①名称 

   ②事業の内容 

  

  

   ③当社との取引内容 

ニチモコミュニティ株式会社 

請負工事事業、マンション管理事

業、賃貸管理事業及び損害保険代理

業等 

請負工事事業 

   ①売却株式数 

   ②売却価額 

  ③売却損益 

  ④売却後の持分比率 

301,500株  

2,999百万円 

2,721百万円 

－％ 
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同 谷口 明史 

同 伊藤 伸一 

同 下地 麻貴 

同 浅野 信介 

大阪市中央区北浜１－８－16 大阪証券取引所ビル 

北浜法律事務所・外国法共同事業 

弁護士 大石 武宏 

同 山浦 美紀 

同 松岡  潤 

監督委員弁護士 土岐 敦司 

負債総額75,700百万円（平成20年９月30日現在） 
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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1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年9月期 
第1四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  5,023

Ⅱ 売上原価  3,787

売上総利益  1,235

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,613

営業損失（△） △377

Ⅳ 営業外収益  31

 受取利息  19

 受取手数料  3

 契約違約金収入  2

 その他  6

Ⅴ 営業外費用  327

 支払利息  316

 その他  10

経常損失（△） △673

Ⅵ 特別利益  19

 過年度損益修正益  19

Ⅶ 特別損失  102

 役員退職慰労引当金繰入額  95

 過年度損益修正損  6

 固定資産除売却損  0

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△756

法人税、住民税及び事業税  1

法人税等調整額 △305

四半期純損失（△） △453
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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1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年9月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純損失 △756

 減価償却費  40

 貸倒引当金の減少額 △4

 受取利息及び受取配当金 △20

 支払利息  316

 固定資産除売却損益  0

 売上債権の減少額  122

 たな卸資産の増加額 △5,465

 前渡金の増加額 △282

 前払費用の増加額 △346

 仕入債務の減少額 △958

 前受金の増加額  324

 その他 △665

小計 △7,696

 利息及び配当金の受取額  18

 利息の支払額 △328

 法人税等の支払額 △16

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,022

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形無形固定資産の取得による支出 △12

 有形無形固定資産の売却による収入  0

 投資有価証券の取得による支出 △37

 貸付けによる支出 △322

 貸付金の回収による収入  1

 差入敷金保証金の支出 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △385
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前年同四半期

（平成20年9月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円）

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  19,488

 短期借入金の返済による支出 △17,928

 長期借入れによる収入  446

 配当金の支払額 △162

 その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,843

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △6,565

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  14,163

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  7,598
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前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～12月31日） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産販売事

業 
（百万円） 

請負事業
（百万円） 

その他の事業
（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  3,535  687  799  5,023     －  5,023

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高  
    －  11  2  13  (13)     － 

 計  3,535  699  802  5,037  (13)  5,023

営業費用  3,576  656  728  4,961  439  5,400

営業利益又は損失（△）  △40  42  73  75  (453)  △377
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