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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 23,250 111.7 △1,883 ― △2,378 ― △7,708 ―

20年3月期第3四半期 20,822 ― △832 ― △1,534 ― △1,881 ―

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 △1,052.82 ―

20年3月期第3四半期 △279.78 ―

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 18,105 368 △6.0 △117.93

20年3月期 33,733 7,911 18.8 948.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  △1,082百万円 20年3月期  6,335百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 35,000 101.2 △1,550 ― △1,700 ― △5,000 ― △732.10

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  

[（注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(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、５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、５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 
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 0 社 （社名 ） 除外 4 社 （社名
株式会社シェアードサービス 神戸タウン株式
会社 株式会社南翔 キャル株式会社

）

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  9,469,995株 20年3月期  6,969,995株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  287,967株 20年3月期  287,609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  7,321,473株 20年3月期第3四半期  6,725,105株



当第３四半期連結累計期間における国内外の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した９月
の米国大手証券会社の破綻以降、世界的な金融市場の混乱や為替相場の変動による世界経済の減速を背景
に、円高進行による輸出の鈍化から企業収益を悪化し、景気の後退が鮮明となりました。原油価格の高騰
による物価の上昇などで冷え込んだ個人消費は依然として回復せず、景気の先行きには不透明感が増して
おります。 
このような状況の下、当社グループでは、キャッシュ・フロー経営への転換と有利子負債の圧縮及び回

転率の向上、差別化要因のある事業への経営資源の集中、成熟産業から成長産業へのシフトなどを基本方
針として、当社グループの連結子会社であるジェイオー建設㈱の民事再生開始（平成20年６月）に伴う影
響を 小限に抑えるとともに、今後のグループにおける事業の再構築及び構造改革のため、事業会社の売
却、損失処理を推し進めてまいりました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高23,250百万円、営業損失1,883百万円、経

常損失2,378百万円、四半期純損失7,708百万円となりました。 
なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
〈建設事業〉 
当該事業につきましては、ジェイオー建設㈱の民事再生開始（平成20年６月）の影響もあり売上規模は

大きく減少しておりますが、損失を 小限に抑えるとともに、再生に向けた構造改革を推し進めてまいり
ました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高582百万円、営業損失543百万円となりまし

た。 

〈不動産事業〉 

当該事業につきましては、概ね予定通り毎月一定の規模で推移しておりますが、販売用不動産の評価損
389百万円の計上や、収益物件の減少等により利益率が一時的に低下しております。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高249百万円、営業損失457百万円となりまし

た。 

〈プラスチック関連事業〉 

当該事業につきましては、建設業界の構造不況や景気減速などの影響が続いているため既存の鉄道車
両・住宅・医療分野についてはコスト削減を軸とした収益力強化に取り組むとともに、新規分野である環
境（風車部品）とCFRP（自動車）分野が順調に成長いたしました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高3,835百万円、営業利益281百万円となりまし

た。 

〈交通事業〉 

当該事業につきましては、従業員不足や原油価格の高騰の影響を受ける中、人員を含めた構造改革、従
業員の再教育、人員の確保に取り組み、損失悪化を 小限にとどめることができました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高1,562百万円、営業損失30百万円となりまし

た。 

〈投資事業〉 

当該事業につきましては、グループ全体の経営資源を構造改革に集中するため、保有する株式の運営管
理業務のみを行ってまいりました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、営業損失は241百万円となりました。 

〈流通事業〉 

当該事業につきましては、流通事業の核である㈱NESTAGEにおいては、経費削減、不採算事業の撤退等
により収益体質への転換を図って参りましたが、ジェイオー建設㈱の民事再生によるグループ全体への信
用不安もあり、商品供給の対応に遅れが生じました。しかし、商品仕入に関しての業務提携による商品供
給の力回復及び、直営の不採算店舗撤退等のコスト削減の実施によりその影響を 小限に抑えることがで
きました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間においては、売上高15,644百万円、営業損失348百万円となりま

した。 

〈その他事業〉 

当該事業につきましては、コールセンターの運営、飲食店の経営、通所介護、警備及びビルメンテナン
ス、機械部品の製造を各々主な事業として営んでおります。 
当第３四半期連結累計期間においては、売上高1,372百万円、営業損失302百万円となりました。 
今後もグループ方針に基づく構造改革を推し進め、収益力向上に取り組んでまいります。 

  

・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



（資産の部） 

当第３四半期連結累計期間末における資産合計は、18,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ  
15,628百万円減少いたしました。主に、現金及び預金の減少1,785百万円、受取手形及び完成工事未収入
金等の回収による減少2,336百万円、販売及び評価損の計上によるたな卸資産の減少5,240百万円、出資金
の評価損による減少1,000百万円、固定資産の売却等に伴う減少5,280百万円によるものです。 

（負債の部） 

当第３四半期連結累計期間末における負債合計は、17,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ
8,084百万円減少いたしました。主に、支払手形・工事未払金等の支払いによる減少709百万円、有利子負
債の圧縮による短期借入金（一年以内返済予定長期借入金を含む）の減少2,882百万円、長期借入金の減
少2,549百万円によるものです。 

（純資産の部） 

当第３四半期連結累計期間末における純資産合計は、368百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,543
百万円減少いたしました。主に、第３四半期累計純損失7,708百万円の計上による利益剰余金の減少によ
るものです。 

  

今後の見通しにつきましては、金融不安が実体経済への影響を及ぼし景気は悪化、経営環境は一層厳し
さを増すものと予測されます。こうした状況下で当社グループでは、事業の選択と集中を進め、来期以降
の成長に向け事業ポートフォリオの再構築を行っております。また経費の圧縮等コスト削減にも一層努力
してまいります。 
また、当社が、事業の選択と集中の一環として平成21年１月21日に行ったジェイオー建設㈱の売却によ

り第４四半期において2,169百万円の特別利益が発生する予定となっておりますが、ジェイオー建設㈱の
民事再生の認可が未確定のため、現時点においては平成20年11月14日に発表しました通期の連結業績予想
につきまして変更はございません。今後業績予想に変更が必要となりましたら適宜発表させていただきま
す。 

  

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



（主要な関係会社の異動） 
連結除外：株式会社シェアードサービス、神戸タウン株式会社、株式会社南翔、キャル株式会社 
 前期末において当社の連結子会社であった株式会社シェアードサービスは平成20年６月30日付で清算
結了したため、神戸タウン株式会社は平成20年８月13日に、株式会社南翔は平成20年10月20日に、キャ
ル株式会社は平成20年12月19日にそれぞれ保有株式を全株譲渡したため連結の範囲から除外しておりま
す。 

  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第３四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 
２．棚卸資産の評価方法 
 当第３四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、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
額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 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。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異
発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

  

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」(企業会計基準委員会 平成19年３月
14日 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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における営業損失が
389,972千円、税金等調整前四半期純損失が452,651千円増加しております。 
これにより、セグメント情報に与える影響につきましては当該箇所に記載しております。 

３．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）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
委員会平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半
期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする方
法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 
 これにより、当第３四半期連結累計期間における営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純
損失及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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



１【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 1,370,880 3,156,489

受取手形・完成工事未収入金等 1,882,560 4,218,812

たな卸資産 4,148,790 9,389,662

その他 2,420,153 2,485,796

貸倒引当金 △76,077 △156,653

流動資産合計 9,746,307 19,094,107

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,066,717 4,051,394

その他（純額） 2,239,677 2,743,392

有形固定資産合計 4,306,395 6,794,786

無形固定資産   

のれん 1,387,614 2,071,156

その他 685,584 719,561

無形固定資産合計 2,073,199 2,790,717

投資その他の資産   

その他 2,461,290 5,405,347

貸倒引当金 △481,840 △351,434

投資その他の資産合計 1,979,450 5,053,913

固定資産合計 8,359,044 14,639,417

資産合計 18,105,352 33,733,524

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,099,406 4,809,316

短期借入金 6,584,099 9,466,872

未払法人税等 57,145 122,949

引当金 108,302 75,645

その他 2,557,021 3,355,545

流動負債合計 13,405,976 17,830,329

固定負債   

社債 1,136,893 1,070,000

長期借入金 2,013,993 4,563,385

引当金 27,520 199,281

負ののれん 268,743 573,136

その他 884,087 1,586,049

固定負債合計 4,331,238 7,991,853

負債合計 17,737,214 25,822,182



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 558,502 500,000

資本剰余金 3,665,503 3,607,001

利益剰余金 △4,767,660 2,940,531

自己株式 △535,113 △534,967

株主資本合計 △1,078,767 6,512,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,201 △212,081

繰延ヘッジ損益 － △611

為替換算調整勘定 12,095 35,996

評価・換算差額等合計 △4,105 △176,696

新株予約権 29,047 －

少数株主持分 1,421,963 1,575,472

純資産合計 368,137 7,911,342

負債純資産合計 18,105,352 33,733,524



(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 23,250,413

売上原価 20,963,410

売上総利益 2,287,003

販売費及び一般管理費 4,170,024

営業損失（△） △1,883,021

営業外収益  

受取利息 73,013

受取配当金 9,352

負ののれん償却額 117,894

その他 79,427

営業外収益合計 279,688

営業外費用  

支払利息 673,751

その他 101,001

営業外費用合計 774,753

経常損失（△） △2,378,086

特別利益  

前期損益修正益 1,407

固定資産売却益 566

関係会社株式売却益 322,970

受取補償金 86,498

その他 138,830

特別利益合計 550,273

特別損失  

固定資産売却損 355,411

たな卸資産評価損 2,338,616

関係会社株式売却損 240,864

出資金評価損 1,000,000

その他 1,902,877

特別損失合計 5,837,769

税金等調整前四半期純損失（△） △7,665,582

法人税、住民税及び事業税 115,697

法人税等調整額 34,956

法人税等合計 150,653

少数株主損失（△） △108,044

四半期純損失（△） △7,708,191



(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（△） △7,665,582

減価償却費 432,753

のれん償却額 244,055

負ののれん償却額 △117,894

貸倒引当金の増減額（△は減少） 123,988

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,539

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △166,021

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △6,704

受取利息及び受取配当金 △82,365

支払利息 673,751

為替差損益（△は益） 13,018

持分法による投資損益（△は益） △6,435

固定資産売却損益（△は益） 354,845

固定資産除却損 13,587

投資有価証券売却損益（△は益） 158,267

投資有価証券評価損益（△は益） 438,345

出資金評価損 1,000,000

関係会社株式売却損益（△は益） △82,106

売上債権の増減額（△は増加） 2,182,648

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,309,649

仕入債務の増減額（△は減少） △508,181

未成工事受入金の増減額（△は減少） 240,146

その他 789,626

小計 1,300,053

利息及び配当金の受取額 42,451

利息の支払額 △235,407

法人税等の支払額 △179,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,040



（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) 

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 △73,374

定期預金の払戻による収入 1,632,221

有形固定資産の取得による支出 △196,260

有形固定資産の売却による収入 622,512

無形固定資産の取得による支出 △122,333

無形固定資産の売却による収入 149

投資有価証券の取得による支出 △41,072

投資有価証券の売却による収入 923,816

子会社株式の取得による支出 △52,826

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

415,812

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△42,798

貸付けによる支出 △414,058

貸付金の回収による収入 521,888

その他 81,912

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,255,589

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 2,387,594

短期借入金の返済による支出 △5,971,011

長期借入れによる収入 270,000

長期借入金の返済による支出 △798,098

社債の発行による収入 100,000

社債の償還による支出 △503,106

自己株式の取得による支出 △146

株式の発行による収入 117,005

新株予約権の発行による収入 29,047

配当金の支払額 △249

少数株主への配当金の支払額 △11,820

その他 △11,813

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,392,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,330

現金及び現金同等物の期首残高 1,382,041

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,157,711



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。 
  

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) 

前連結会計年度において、事業再編に伴う特別損失を多額に計上したこと等により1,843,950千円の

当期純損失となりました。また、第１四半期連結会計期間において、ジェイオー建設㈱の販売用不動産

である「ガーデンモール木津川」の評価損及び出資金の評価損を計上したこと等により4,016,875千円

の四半期純損失となり、第２四半期連結会計期間においては、子会社を売却したことによる損失や固定

資産売却損等により、2,356,744千円の四半期純損失となりました。さらに、当第３四半期連結会計期

間において、子会社を売却したことに伴う損失や投資有価証券評価損を計上したこと等により、

1,334,571千円の四半期純損失となりました。 

また、営業キャッシュ・フローにつきましても平成18年３月期から３期連続でマイナスの状態が続い

ております。 

加えて、当社の主要連結子会社であるジェイオー建設㈱（平成21年1月21日にジェイオー建設㈱の全

所有株式を譲渡したことにより、第４四半期連結会計期間期首で連結除外）において、大型物件である

「ガーデンモール木津川」の回収遅延による売却取消により資金状況が著しく悪化し、一時的に資金が

不足したことから、平成20年６月２日開催の取締役会決議に基づき、民事再生手続開始の申立てを大阪

地方裁判所に行い、同日付で保全処分決定、平成20年６月12日付で再生手続開始決定を受けました。こ

の結果、ジェイオー建設㈱の繰延税金資産を全額取崩すこととしたため、金融機関からの借入れに関し

て財務制限条項に抵触することとなりました。 

以上を総合的に判断して、当社グループに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

が、前連結会計年度、第１四半期連結会計期間、第２四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期

間に計上した損失の多くは事業整理損失、減損損失、たな卸資産評価損、出資金評価損、子会社売却に

伴う損失及び投資有価証券評価損等といった一時的な要因で発生したものであります。 

また、連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を改善するため以下の対策を講じております。

収益面につきましては、グループ全社の構造改革の一環として、㈱アイゲンベックのインキュベーシ

ョン事業を当社に移管することによる販管費の圧縮、不採算グループ会社の整理、グループの経営管理

機能強化のため、統括部門の設置、役員報酬を含む人件費の圧縮や固定費の削減等による徹底した経費

削減を実施するとともに、収益体質への変革を推進するため更なるグループ全社の構造改革や経費削減

を検討しております。 

資金面につきましては、当第３四半期会計期間末までに、第三者割当増資により117,246千円、グル

ープ会社の譲渡により５億円程度の資金を調達しました。さらに、保有資産及び保有株式の売却や資産

の流動化等、複数の資金調達手段を計画しております。また、金融機関への定期的な経営状況を説明す

ることで財務制限条項抵触に対処しております。 

営業キャッシュ・フローにつきましても、売上債権の回収や棚卸資産の売却等により、当第３四半期

連結累計期間において928,040千円のプラスとなっております。 

以上により、継続企業の前提に関する重要な疑義は解消するものと判断しております。 

従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、重要な疑義を四半期連結財

務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記



 【事業の種類別セグメント】 
当第３四半期連結累計期間 
  

 
(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類を勘案して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築、土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の売買、賃貸、仲介等に関する事業 

プラスチック関連事業：ＦＲＰ製品の製造等に関する事業 

交通関連事業：道路旅客運送、自動車整備に関する事業 

投資事業：保有有価証券の運用管理等に関する事業 

流通事業：ゲームソフト及び携帯電話販売等に関する事業 

その他の事業：部品製造に関する事業等 

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」に記載のとおり「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第１四半期連結

会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。 

 これにより、不動産事業において営業損失が389,972千円増加しております。 
  
 【所在地別セグメント】 

当第３四半期連結累計期間 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 
  
 【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当社は、平成20年８月19日及び平成20年８月22日開催の取締役会決議により発行した第２回及び第３

回新株予約権の行使により、NDC Risk Hedge Fund及びDerivative Arbitrage Fund L.P.より払い込み

を受けました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が58,502千円、資本準備金が58,502千円増加

し、当第３四半期連結累計期間において資本金が558,502千円、資本準備金が183,502千円となっており

ます。 

  

(5) セグメント情報

建設事業 不動産事業
プラスチック 

関連事業

交通関連
事業

投資事業 流通事業
その他の

事業
計

消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

(1) 外部顧客に
対する売上
高

582,302 249,948 3,835,611 1,562,524 － 15,644,418 1,372,879 23,247,686 2,727 23,250,413

(2) セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

1,944 15,946 － 1,286 － － 2,895 22,072 (22,072) －

 計 584,246 265,895 3,835,611 1,563,811 － 15,644,418 1,375,775 23,269,759 (19,345) 23,250,413

営業利益又は 
営業損失（△）

△543,487 △457,351 281,577 △30,075 △241,030 △348,810 △302,667 △1,641,845 (241,176) △1,883,021

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1)前第３四半期連結損益計算書 

  

 
  

「参考」

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 20,822,993

Ⅱ 売上原価 18,394,450

   売上総利益 2,428,543

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,260,703

   営業損失(△) △832,160

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 25,004

 2. 受取配当金 34,370

 3. 店舗開設支援金 49,071

 4. 負ののれん償却額 119,166

 5. その他 49,902 277,514

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 439,400

  2.  社債発行費 1,179

 3. 持分法による投資損失 444,361

 4. その他 95,099 980,041

   経常損失(△) △1,534,687

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 3,122

 2. 関係会社株式売却益 788,477

 3. 投資有価証券売却益 144,499

 4. その他 54,560 990,660

Ⅶ 特別損失

 1. 固定資産売却損 1,263

 2. 固定資産除却損 24,300

 3. 投資有価証券売却損 77,600

 4. 持分法による投資損失 453,244

 5. 貸倒引当金繰入額 95,777

 6. その他 437,638 1,089,824

税金等調整前四半期純損失(△) △1,633,850

   法人税・住民税及び事業税 223,914

   法人税等調整額 42,501 266,416

   少数株主損失(△) △18,701

   四半期純損失(△) △1,881,565



(2)セグメント情報 

（事業の種類別セグメント） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類を勘案して区分しております。 

   ２ 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築、土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の売買、賃貸、仲介等に関する事業 

プラスチック関連事業：ＦＲＰ製品の製造等に関する事業 

交通関連事業：道路旅客運送、自動車整備に関する事業 

投資事業：保有有価証券の運用管理等に関する事業 

流通事業：携帯電話販売等に関する事業 

その他の事業：部品製造に関する事業等 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

建設事業 不動産事業
プラスチック 

関連事業
交通関連事業 投資事業 流通事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

（1）外部顧客に対 

  する売上高
6,126,069 5,387,673 2,765,364 1,802,602 211,937 2,849,091 1,680,254 20,822,993  ― 20,822,993

（2）セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高

155,869 26,155 ― 3,477 ― 2,000 18,587 206,089 (206,089) ―

計 6,281,938 5,413,828 2,765,364 1,806,080 211,937 2,851,092 1,698,841 21,029,083 (206,089) 20,822,993

営業費用 6,403,301 5,401,309 2,710,322 1,843,124 333,682 2,920,491 1,804,339 21,416,570 238,582 21,655,153

営業利益又は 

営業損失（△）
△121,363 12,518 55,042 △37,043 △121,744 △69,399 △105,497 △387,487 (444,672) △ 832,160




