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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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8月期第2四半期 404 ― △3,704 ― △3,766 ― △4,595 ―
20年8月期第2四半期 8,541 14.3 2,642 2.9 2,596 5.9 1,524 5.1

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8月期第2四半期 △76,284.80 ―
20年8月期第2四半期 26,696.35 24,482.81

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8月期第2四半期 9,412 4,425 46.9 72,843.03
20年8月期 13,116 9,148 69.3 156,774.39

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  4,419百万円 20年8月期  9,088百万円

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8月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年8月期 ― ―
21年8月期 

（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8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  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 2,435 ― △3,965 ― △4,066 ― △4,917 ― △81,349.07
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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、8ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、8ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
※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の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、8ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業
績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第2四半期 60,670株 20年8月期  57,970株
② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第2四半期 60,237株 20年8月期第2四半期 57,098株
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【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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発し

た金融危機が世界的規模で実態経済に影響を及ぼすことで、輸出が大幅に減少し、企業収益は大幅

に縮小しております。また、雇用不安から個人消費も減少しており、引き続き厳しい状況にあると

いえます。 

当社グループが属する不動産及び不動産金融業界においては、引き続き流動性リスクが顕在化し

たままであり、不動産投資に対する資金の出し手が非常に限られているため、自己資金によるもの

以外の新規の不動産取引は成立が難しく、既存の案件についても、資金の再調達が続かないことか

ら事業が停止してしまっている案件もあり、停滞した状態が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、収益力を維持するために、一層のコスト削減に取り組

み、「アセット・インキュベーション事業」から「アセット・マネージメント事業」に経営資源を

集中し、活動をしてまいりました。 

アセット・マネージメント事業においては、引き続き、既存の預かり不動産の稼働率向上を中心

とした「バリューアップ」に力を入れ、ファンドの内部成長に寄与すべく活動する一方で、顧客投

資家に対して、この不動産市況を勘案した売却提案を行ないました。 

また、受託資産残高の増加を目指し、「レジデンシャル・ファンド（第１号）」における運用を

開始すべく、スポンサーに対して運用対象資産である賃貸住宅の購入提案を引き続き行なったほか、

ＡＭリプレイス案件（アセット・マネージメント会社の破綻や信用力低下により、当該アセット・

マネージメント会社の変更をする必要がある不動産投資案件のこと）の受託を得るための提案業務

を行ない、既に４物件について受託しております。 

アセット・インキュベーション事業においては、『フレッジオ・シリーズ』（＊）のリーシング

活動に注力し、厳しい不動産賃貸市場の状況の下、第１号案件である「フレッジオＬＡ」（名古屋

市中区所在）についてはほぼ満室、第２号案件である「フレッジオ下北沢」（東京都世田谷区所

在）についても竣工後短期間で満室稼働を達成しております。また、開発用土地については、財務

体質をより強固にするために、引き続き売却活動を進めてまいりました。なお、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」の適用により、当第２四半期連結会計期間において、販売用不動産に係る評価

損2,859,966千円を売上原価として計上しております。 

（＊）『フレッジオ・シリーズ』とは、当社グループが土地の仕入れから建物のデザイン及び仕

様の監修まで行なった一連の自己投資による不動産のことをいいます。上記の「フレッジオ

ＬＡ」及び第２号案件である「フレッジオ下北沢」の他、当第２四半期決算短信提出日現在

において、第３号案件「フレッジオ五反田」（東京都品川区）の運用を新たに開始しており

ます。 

その他の事業においては、引き続き介護付き有料老人ホーム等の施設及びロードサイドに所在す

るコンビニエンス・ストア等の施設を投資対象とする不動産投資ファンドへの投資が主なものとな

っておりますが、当第２四半期連結会計期間においては、新規投資の実績はありませんでした。 

なお、事業収支の抜本的な改善のため、固定費の大幅な削減を実行中であります。具体的には、

人員体制の見直し及び本社事務所の移転を見込んでおり、今後発生が予想される費用として、当第
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２四半期連結会計期間において、事業構造改善引当金繰入額233,534千円及び減損損失84,580千円を

特別損失に計上しております。 

さらに、特別損失として、市場環境の悪化に伴い投資有価証券評価損466,561千円を計上しており

ます。 

以上により、当第２四半期連結会計期間の売上高135,598千円、営業損失は3,155,156千円、経常

損失3,171,195千円、四半期純損失は3,847,357千円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間の売上高404,010千円、営業損失は3,704,921千円、経常損失  

3,766,257千円、四半期純損失は4,595,198千円となりました。 

 (注)平成21年８月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年８月

期第１四半期決算短信(平成20年12月29日開示)をご参照ください。 

 

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。 

（アセット・マネージメント事業） 

    当第２四半期連結会計期間におきましては、顧客投資家からの既存の預かり資産の運用に係る

手数料収入（アニュアル・フィー）等により、売上高は103,978千円、営業損失は160,984千円と

なりました。 

    また、当第2四半期連結会計期間末の受託資産残高は61,976,269千円となっております。 

（アセット・インキュベーション事業） 

    当第２四半期連結会計期間におきましては、収益物件であるフレッジオ・シリーズの「フレッ

ジオＬＡ」及び「フレッジオ下北沢」等の販売用不動産から賃料収入等がありましたが、その一

方で評価損を計上したこと等により、売上高は30,300千円、営業損失は2,870,824千円となりまし

た。 

  （その他の事業） 

当第２四半期連結会計期間におきましては、介護付き有料老人ホーム等の施設を投資対象とす

る不動産投資ファンドからの投資利益等により、売上高は1,319千円、営業損失は3,001千円とな

りました。 

  

 

上記の通り、売上高の著しい減少、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失が生じている状況

でありますが、以下の理由により重要な資金リスクは存在しておりません。 

 

第一に、売上高につきましては、アセット・インキュベーション事業を縮小する方針であることか

ら、現時点では保守的に売上高の回復を想定しておりません。しかし、現金収支を均衡させることが

できるため、売上高の著しい減少による重要な資金リスクは存在しておりません。具体的には以下の

通りであります。 

まず、売上高の回復に関しては以下の通りであります。売上高の推移は、平成19年８月期実績86億

円、平成20年８月期実績104億円であります。このうち、アセット・インキュベーション事業の売上

高が平成19年８月期実績73億円、平成20年８月期実績84億円であり、売上高の大半がアセット・イン
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キュベーション事業によるものでありました。しかしながら、今後のアセット・インキュベーション

事業の縮小により、売上高の大半を占めていたアセット・インキュベーション事業の売上が大きく減

少する見込みであることから、売上高の回復を想定しておりません。 

また、現金流出を伴う諸経費（主に人件費、地代家賃、支払利息等）が当第２四半期連結累計期間

で６億円（年換算額13億円）程度とそもそも少なく、また既に実行した、あるいは現在計画している

役員報酬減額、人員削減、事務所移転等の、当社グループのコントロール可能な範囲での経費削減に

より、現金支出を年間７億円程度にすることが可能であります。一方でアセット・マネージメント事

業における安定的な売上であるアニュアル・フィーは平成19年８月期実績７億円、平成20年８月期実

績６億円、平成21年８月期予想４億円、平成22年８月期見込は少なく見積って５億円であります。

（なお、アセット・マネージメント契約に係る不動産等の購入時及び売却時に計上されるアクイジシ

ョン・フィー並びにディスポジション・フィー及びインセンティブ・フィーについては、上記の実績

並びに予想及び見込みには含まれておりません。）また、アセット・インキュベーション事業で保有

する収益物件の賃料収入は平成21年８月期予想１億円、平成22年８月期見込２億円であります。以上

により、収益は少なく見積っても年間７億円程度を維持することが可能であることから、収支均衡さ

せることができると判断しております。 

以上のように、アセット・インキュベーション事業の縮小により、アセット・インキュベーション

事業での重要な投資を見込んでいないこと、現金収支を均衡させることができることから、売上高の

著しい減少による重要な資金リスクは直接的には存在しておりません。したがって、今後見込まれる

重要なキャッシュアウトは、原則として、借入金元本の返済に限られているものと考えております。 

 

第二に、借入金元本の返済に関しては以下の通りであります。 

 まず、当第２四半期連結会計期間末における鑑定評価額に基づく評価損計上後の販売用不動産

5,160,828千円に対して借入金4,523,000千円であるため担保価値を十分に有しており、さらに現金及

び預金2,503,497千円を有しているため、借入金の返済について直接的に重要な資金リスクを生じさ

せる状況ではありません。 

また、各取引銀行とは良好な関係を保っており、当第２四半期連結会計期間末に締結しておりまし

た金銭消費貸借契約書上の財務制限条項については、当第２四半期決算短信提出日現在においてあり

ません。 

さらに、安定稼働し始めた収益物件については既に元本弁済を開始し始めており、引き続き継続的

な保有について、各取引銀行と協議して参ります。 

 

第三に、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失につきましては、主に販売用不動産の評価損

の計上により生じた、一時的、かつキャッシュフローを伴わない損失であり、事業基盤自体に重要な

影響を及ぼすものではないため、重要な資金リスクが存在していないものと考えております。具体的

には以下の通りであります。 

まず、アセット・インキュベーション事業の営業利益又は営業損失の推移は、平成19年８月期実績

25億円、平成20年８月期実績20億円の各々営業利益、平成21年８月期予想は32億円の営業損失であり

ます。また、平成21年８月期予想の32億円の営業損失には32億円の販売用不動産の評価損が含まれて
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おります。当第２四半期連結累計期間において、重要な営業損失37億円、経常損失37億円及び四半期

純損失45億円が生じたのは、上記の販売用不動産の評価損32億円の計上が主な要因となっております。

販売用不動産の評価損は、一時的、かつキャッシュフローを伴わない損失であるため、重要な資金リ

スクを直接的に生じさせる要因ではありません。 

他方、アセット・マネージメント事業の営業利益又は営業損失の推移は、平成19年８月期実績８億

円、平成20年８月期実績13億円の各々営業利益、平成21年８月期予想は１億円の営業損失であります。

ただし、平成21年８月期予想の１億円の営業損失には、１億円の貸倒引当金繰入額を含んでおります。

また、アセット・マネージメント事業の中でも安定的な売上であるアニュアル・フィーは、平成19年

８月期実績７億円、平成20年８月期実績６億円、平成21年８月期予想４億円、平成22年８月期見込は

少なく見積って５億円であります。（なお、アセット・マネージメント契約に係る不動産等の購入時

及び売却時に計上されるアクイジション・フィー並びにディスポジション・フィー及びインセンティ

ブ・フィーについては、上記の実績並びに予想及び見込みには含まれておりません。）また、アセッ

ト・インキュベーション事業で保有する収益物件の賃料収入は平成21年８月期予想１億円、平成22年

８月期見込２億円であります。このように、安定的な収益基盤は今後とも確保される見込であります。 

以上のことから、重要な営業損失、経常損失及び四半期純損失については、一時的、かつキャッシ

ュフローを伴わない損失によるものであり、事業基盤自体は安定的であるため、重要な資金リスクは

ありません。 

 

第四に、財政状態については、販売用不動産等に係る評価損計上後においても、当第２四半期連結

会計期間末の純資産4,425,766千円を計上しており、自己資本比率46.9％と良好な財政状態を維持し

ております。 

 

以上の理由により、当社には重要な資金リスクは存在していないものと考えております。 

当社は、上記の通り、依然として健全な財務体質を保持しているものの、将来の世界経済並びに日

本経済のさらなる悪化を想定し、引き続き下記施策を実行することで、平成22年８月期からの経常黒

字の計上を確実にする所存であります。 

・アセット・マネージメント会社としての組織体制の再整備 

・新規ファンド設立のための現金及び預金の確保 

・外部から見ても資金リスクがないことが明らかな筋肉質なバランスシートの構築 

 

 

 ２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）連結財政状態 

  （流動資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて28.9％、

3,462,781千円減少し、8,503,581千円となりました。主にこれは、評価損3,238,405千円の計上に

より、販売用不動産勘定の金額の減額があったためであります。 
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 （固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて20.9％、

240,833千円減少し、909,394千円となりました。主に、今後の事務所移転に備え、現在の事務所

に設置しております内部造作等の減損損失84,580千円を計上したことにより、建物勘定の金額が

減少したためであります。 

 （流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて20.5％、

404,585千円減少し、1,564,209千円となりました。これは主に、法人税等の納付により、未払法

人税等が549,108千円減少したためであります。 

   （固定負債） 

    当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて71.2％、

1,424,000千円増加し、3,423,000千円となりました。これは、第１四半期連結会計期間において

取得した販売用不動産である「フレッジオ下北沢」の購入等のために長期借入金が増加したため

であります。 

 （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて51.6％、 

4,723,028千円減少し、4,425,766千円となりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余

金の配当による利益剰余金の減少によるものであります。 

 

（２）連結キャッシュ・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については、期首残高に比べ1,314,970

千円減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,503,497千円となりました。 

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） 

営業活動の結果使用した資金は2,162,401千円となりました。 

これは主に、営業貸付金の回収により、営業貸付金が307,934千円減少し、また、販売用不動産

である「フレッジオ・シリーズ」へのテナントの入居が進捗したことに伴ない預り敷金が83,161

千円増加した一方で、「フレッジオ下北沢」の購入等による1,666,998千円の支払及び法人税等の

支払額553,500千円による支払があったことによります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は385,689千円となっております。 

    これは、共同事業「大阪東梅田新築プロジェクト」への投資として、その他の関係会社有価証

券の取得による支出450,000千円があったことが主因となっております。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は1,233,120千円となりました。 

  「フレッジオ下北沢」の購入資金に充てるため長期借入にて資金調達を行なったことと、配当

金の支払額85,737千円の支出があったことが、主な内訳となっております。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年4月10日付けで別途開示の「平成21年８月期 業績予想の修正」をご参照ください。 

 

 

４．その他 

  （１）期中における重要な子会社の異動（連結の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 

    該当事項はありません。 

   ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用の計算については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の 

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採

用しております。 

（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 

  ・会計処理基準に関する事項の変更 

   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．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

（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、第２四半期連結累計期間における売上総損失、営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失が1,747,016千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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８月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,503,497 3,818,468

　　売掛金 59,149 72,295

　　営業貸付金 949,002 1,256,937

　　販売用不動産 5,160,828 6,201,778

　　その他 183,272 783,835

　　貸倒引当金 △ 352,169 △ 166,952

　　流動資産合計 8,503,581 11,966,362

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） ― 87,765

　　　車両運搬具（純額） ― 2,616

　　　工具、器具及び備品（純額） 41,700 45,864

　　　有形固定資産合計 41,700 136,246

　　無形固定資産 33,801 31,921

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 199,923 239,048

　　　その他の関係会社有価証券 404,388 427,270

　　　その他 229,579 315,739

　　　投資その他の資産合計 833,891 982,059

　　固定資産合計 909,394 1,150,227

　資産合計 9,412,975 13,116,590

負債の部

　流動負債

　　買掛金 21,893 49,092

　　短期借入金 ― 230,000

　　1年内償還予定の社債 ― 960,000

　　1年内返済予定の長期借入金 1,100,000 ―

　　未払法人税等 8,874 557,983

　　事業構造改善引当金 233,534 ―

　　その他 199,906 171,719

　　流動負債合計 1,564,209 1,968,794

　固定負債

　　長期借入金 3,423,000 1,999,000

　　固定負債合計 3,423,000 1,999,000

　負債合計 4,987,209 3,967,794
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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８月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,143,747 2,137,075

　　資本剰余金 2,424,143 2,417,471

　　利益剰余金 △ 148,489 4,533,663

　　株主資本合計 4,419,401 9,088,211

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 14 ―

　　評価・換算差額等合計 △ 14 ―

　新株予約権 6,379 60,583

　純資産合計 4,425,766 9,148,795

負債純資産合計 9,412,975 13,116,590
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成21年２月28日)

売上高 404,010

売上原価 3,279,781

売上総損失（△） △ 2,875,770

販売費及び一般管理費 829,150

営業損失（△） △ 3,704,921

営業外収益

　受取利息 2,047

　受取配当金 1

　有価証券売却益 5

　雑収入 2,616

　営業外収益合計 4,671

営業外費用

　支払利息 34,500

　融資手数料 28,250

　社債発行保証料 520

　株式交付費 235

　雑損失 2,500

　営業外費用合計 66,007

経常損失（△） △ 3,766,257

特別利益

　固定資産売却益 547

　新株予約権戻入益 73,310

　特別利益合計 73,858

特別損失

　固定資産除却損 302

　減損損失 84,580

　投資有価証券評価損 467,933

　事業構造改善引当金繰入額 233,534

　その他 197

　特別損失合計 786,547

税金等調整前四半期純損失（△） △ 4,478,947

法人税、住民税及び事業税 4,119

法人税等調整額 112,130

法人税等合計 116,250

四半期純損失（△） △ 4,595,198
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　　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12月１日
　至 平成21年２月28日)

売上高 135,598

売上原価 2,881,590

売上総損失（△） △ 2,745,992

販売費及び一般管理費 409,164

営業損失（△） △ 3,155,156

営業外収益

　受取利息 2,047

　受取配当金 1

　雑収入 235

　営業外収益合計 2,283

営業外費用

　支払利息 17,040

　株式交付費 32

　雑損失 1,250

　営業外費用合計 18,322

経常損失（△） △ 3,171,195

特別利益

　固定資産売却益 547

　賞与引当金戻入額 10,500

　新株予約権戻入益 73,310

　特別利益合計 84,358

特別損失

　固定資産除却損 302

　減損損失 84,580

　投資有価証券評価損 466,561

　事業構造改善引当金繰入額 233,534

　特別損失合計 784,978

税金等調整前四半期純損失（△） △ 3,871,815

法人税、住民税及び事業税 △ 23,178

法人税等調整額 △ 1,279

法人税等合計 △ 24,458

四半期純損失（△） △ 3,847,357
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(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９月１日

　至 平成21年２月28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（△） △ 4,478,947

　減価償却費 16,180

　減損損失 84,580

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 185,216

　事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 233,534

　匿名組合投資損益（△は益） △ 8,528

　受取利息及び受取配当金 △ 2,048

　支払利息 34,500

　株式報酬費用 19,106

　融資手数料 28,250

　株式交付費 235

　新株予約権戻入益 △ 73,310

　固定資産売却損益（△は益） △ 547

　固定資産除却損 302

　有価証券売却損益（△は益） △5

　投資有価証券評価損益（△は益） 467,933

　出資金譲渡損益（△は益） 197

　売上債権の増減額（△は増加） 13,146

　営業貸付金の増減額（△は増加） 307,934

　販売用不動産の増減額（△は増加） 1,571,406

　立替金の増減額（△は増加） 7,033

　前渡金の増減額（△は増加） △ 1,417

　匿名組合出資の増減額（△は増加） 51,725

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 27,198

　未払金の増減額（△は減少） △ 28,619

　預り金の増減額（△は減少） △ 28,169

　預り敷金の増減額（△は減少） 83,161

　その他 △ 27,431

　小計 △ 1,571,778

　利息及び配当金の受取額 2,048

　利息の支払額 △ 39,171

　法人税等の支払額 △ 553,500

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,162,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 5,267

　無形固定資産の取得による支出 △ 580

　信託預金の払戻による収入 1,751

　投資有価証券の売却による収入 70

　その他の関係会社有価証券の取得による支出 △ 450,000

　出資金の回収による収入 1,802

　敷金及び保証金の回収による収入 70,484

　その他 △ 3,950

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 385,689
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日

　至 平成21年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） △ 230,000

　長期借入れによる収入 2,524,000

　社債の償還による支出 △ 960,000

　株式の発行による収入 13,107

　配当金の支払額 △ 85,737

　その他 △ 28,250

　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,233,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,314,970

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,503,497
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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 

    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】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 

 

アセット・
マネージメン

ト事業 
(千円) 

アセット・
インキュベー
ション事業
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

103,978 30,300 1,319 135,598 ― 135,598

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 103,978 30,300 1,319 135,598 ― 135,598

営業損失（△） △160,984 △2,870,824 △3,001 △3,034,810 △120,346 △3,155,156

(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．各区分に属する主要な事業内容 

     （１）アセット・マネージメント事業 ：不動産等の投資提案、運用管理 

     （２）アセット・インキュベーション事業 ：不動産等への投資、開発 

     （３）その他の事業 ：ファイナンス事業他 

    ３．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） 

       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。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日) 

 

 

アセット・
マネージメン

ト事業 
(千円) 

アセット・
インキュベー
ション事業
(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

347,093 43,517 13,398 404,010 ― 404,010

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 347,093 43,517 13,398 404,010 ― 404,010

営業利益又は営業損失（△） △145,830 △3,273,329 3,899 △3,415,260 △289,660 △3,704,921
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(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．各区分に属する主要な事業内容 

      （１）アセット・マネージメント事業 ：不動産等の投資提案、運用管理 

      （２）アセット・インキュベーション事業 ：不動産等への投資、開発 

      （３）その他の事業 ：ファイナンス事業他 

     ３．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） 

        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、営業損    

失がアセット・インキュベーション事業で1,747,016千円増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日)及び当第２四半期連結 

累計期間（自  平成20年９月１日   至   平成21年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所存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。 

 

【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日)及び当第２四半期連結 

累計期間（自  平成20年９月１日   至   平成21年２月28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 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同中間期に係る財務諸表等 

（１） （要約）中間連結損益計算書 

   前中間連結会計期間（平成19年９月１日～平成20年2月29日） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  8,541,168 100.0

Ⅱ 売上原価  5,136,560 60.1

売上総利益  3,404,607 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

 761,896 8.9

営業利益  2,642,711 31.0

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 6,011 

２ 受取配当金 6 

３ 有価証券売却益 103 

４ 雑収入 1,085 7,207 0.0

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息 27,493 

２ 株式交付費 664 

３ 社債発行保証料 2,419 

４ 雑損失 22,381 52,959 0.6

経常利益  2,596,959 30.4

Ⅵ 特別利益  

 １ 貸倒引当金戻入 
   益 

1,751 1,751 0.0

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 593 

 ２ 投資有価証券評
価損 

1,554 2,147 0.0

税 金 等 調 整 前 
中間純利益 

 2,596,563 30.4

法人税、住民税 
及び事業税 

1,159,587 

法人税等調整額 △87,350 1,072,236 12.6

中間純利益  1,524,326 17.8
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（２） （要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    前中間連結会計期間（平成19年９月１日～平成20年2月29日） 

 
前中間連結会計期間

(自 平成19年9月 1日
至 平成20年2月29日)

区分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

１ 税金等調整前中間純利益 2,596,563

２ 減価償却費 9,990

３ 貸倒引当金の増加額 
(△は減少額) 

△1,751

４ 賞与引当金の増加額 
(△は減少額) 

129,847

５ 匿名組合投資損益 △23,513

６ 受取利息及び受取配当金 △6,018

７ 支払利息 27,493

８ 固定資産除却損 593

９ 有価証券売却益 △103

10 投資有価証券評価損 1,554

11 株式交付費 664

12 株式報酬費用 15,482

13 売上債権の減少額 
(△は増加額) 

59,181

14 営業貸付金の減少額 
(△は増加額) 

231,134

15 たな卸資産の減少額 
(△は増加額) 

1,424,160

16 前渡金の減少額(△は増加額) △324,044

17 立替金の減少額(△は増加額) 25,600

18 匿名組合出資の減少額 
(△は増加額) 

19,206

19 仕入債務の増加額 
(△は減少額) 

△21,026

20 未払金の増加額(△は減少額) △16,572

21 預り金の増加額(△は減少額) △156,228

22 預り敷金の増加額 
(△は減少額) 

△21,109

23 前受金の増加額(△は減少額) △188,500

24 匿名組合出資預り金の増加額
(△は減少額) 

1,031,834

25 その他 △4,505

小計 4,809,933

26 利息及び配当金の受取額 5,584

27 利息の支払額 △20,622

28 法人税等の支払額 △820,096

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
3,974,799
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前中間連結会計期間

(自 平成19年9月 1日
至 平成20年2月29日)

区分 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

１ 有形固定資産の取得による
支出 

△34,383

２ 無形固定資産の取得による  
支出 

△16,411

３ 投資有価証券の取得による
支出 

△690

４ 投資有価証券の売却による 
収入 

209

５ 連結範囲の変更を伴う投資有 
価証券の取得による収入 

1,000

６ 出資金の回収による収入 1,500

７ 信託預金の預入による支出 △10,711

８ 信託預金の払戻による収入 6,386

９ 差入敷金保証金の支出 △97,619

10  差入敷金保証金の回収によ
る収入 

210

11 その他 △1,200

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
△151,711

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

１ 長期借入れによる収入 56,467

２ 長期借入金の返済による支出 △3,540,000

３ 株式の発行による収入 27,650

４ 配当金の支払額 △81,010

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
△3,536,892

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
(△は減少額) 

286,196

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残 

  高 
3,805,155

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期

末残高 
4,091,351
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（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年９月1日 至 平成20年２月29日) 

 

アセット・マ

ネージメント

事業 

(千円) 

アセット・イン

キュベーション

事業 

(千円) 

その他の 

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高       

(1)外部顧客に対する 

売上高 
1,588,636 6,863,018 89,513 8,541,168 ― 8,541,168

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 1,588,636 6,863,018 89,513 8,541,168 ― 8,541,168

営業費用 316,274 5,153,882 15,110 5,485,267 413,189 5,898,456

営業利益 1,272,362 1,709,136 74,402 3,055,900 (413,189) 2,642,711

   (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．各区分の主な事業内容 

（1）アセット・マネージメント事業  ：不動産等の投資提案、運用管理 

（2）アセット・インキュベーション事業  ：不動産等への投資、開発 

（3）その他の事業  ：ファイナンス事業他 

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(413,189千円)の主なものは、当

社の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日) 

前中間連結会計期間において、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。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日) 

前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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６.その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループは、アセット・マネージメント事業及びアセット・インキュベーション事業を

主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりませ

ん。 

 

(2) 受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

 

(3) 販売実績 

当第２四半期連結累計会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 

アセット・マネージメント事業 347,093 

アセット・インキュベーション事業 43,517 

その他の事業 13,398 

合計 404,010 

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

当第２四半期連結累計会計期間 

相手先 

販売高(千円) 割合(％) 

東梅田ポルタ特定目的会
社 

57,020 14.1

エムシーアール・ワン有
限会社 

50,684 12.5

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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