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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

（注）1. 平成21年9月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 
2. 平成20年9月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額につきましては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であ
り、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

(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2四半期 9,367 △30.3 △3,009 ― △3,250 ― △3,339 ―

20年9月期第2四半期 13,434 ― 3,062 ― 2,677 ― 1,592 ―

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2四半期 △521.31 ―

20年9月期第2四半期 294.55 ―

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2四半期 14,360 740 5.2 115.54
20年9月期 27,111 4,099 15.1 640.02

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  740百万円 20年9月期  4,099百万円

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 0.00

21年9月期 ― 0.00

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 14,500 △43.1 △3,180 ― △3,530 ― △3,680 ― △574.55
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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、6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、6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 

（注）1.上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日における予想を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
   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 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）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9月期第2四半期 6,405,000株 20年9月期  ―株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 6,405,000株 20年9月期第2四半期 5,405,000株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカに端を発した経済不安から米連邦準備理事会による

フェデラルファンドレートの誘導目標の大幅な引き下げに影響し、急激な円高による金融不安や輸出企業の業績の

悪化が顕著となりました。また全産業活動指数や実質国内総生産の下落、有効求人倍率や家計消費に至るまで低迷

しており、歴史的な景気後退の局面となっております。 

当社グループの属する不動産業界を取り巻く環境においても、金融機関からの不動産関連事業への融資の厳格化

は継続しております。当社グループのターゲットエリアである東京都区部では、不動産投資の減少による地価の下

落、分譲マンションは供給量が減少しているほか、分譲価格、販売単価ともに低下しているにもかかわらず在庫数

は増加しており、オフィス・商業施設では、オフィス等の空室率が上昇しているなど、実態経済の低迷により不動

産市況は著しく悪化を続けており、業況の回復基調の見通しは不透明な状況にあります。 

このような事業環境の中、当社グループは当期（平成21年9月期）を初年度とする3ヵ年を対象とした中期経営計

画（ASCOT REVIVAL-PLAN2011）に基づき、プロジェクト毎の収支やキャッシュ・フローを見直し、効率的な経

営資源の集中を推進してまいりました。 

当第2四半期連結会計期間の収益面では、不動産業界の著しい環境悪化の影響及びその回復基調が未だ不透明で

あること、たな卸資産計上の開発・保有物件を売却することによる有利子負債残高の圧縮を進めることを勘案し、

当初計画しておりましたプロジェクトの一部を前倒しに売却及び当初計画外のプロジェクトの売却を実施しており

ます。一方、費用面では、販売費及び一般管理費にて役員数削減・役員報酬減額、人員削減の合理化及びそれに伴

う費目にて経常費用削減効果が発生したものの、たな卸資産評価損を今般の不動産市況の著しい悪化を前提として

時価及び正味売却価格と比較したうえで、当第2四半期連結累計期間においてたな卸資産評価損として2,496百万円

を売上原価へ計上しております。また、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、回収が困難と判断し全額取崩

しを行ったことに伴い、法人税等へ385百万円を計上しております。 

この結果、当社グループの当第2四半期連結累計期間における経営成績は、売上高9,367百万円（前年同期比：

30.3％減）、営業損失3,009百万円（前年同期：営業利益3,062百万円）、経常損失3,250百万円（前年同期：経常利

益2,677百万円）、四半期純損失3,339百万円（前年同期：中間純利益1,592百万円）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績の概要は、以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セ

グメント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。 

      

（不動産開発事業） 

当第2四半期連結累計期間における不動産開発事業の売上高は7,842百万円（前年同期比：38.2％減）、営業損失

2,023百万円（前年同期：営業利益3,359百万円）となりました。当社グループの不動産開発事業は、分譲マンショ

ン開発並びに収益不動産開発に分かれており、各部門における売上高は次のとおりであります。 

   
分譲マンション開発 

分譲マンション開発におきましては、「アスコットパーク」シリーズ29物件目である「アスコットパーク日本

橋浜町bisiki」、「イーストコア曳舟一番館」等の分譲引渡を完了しましたが、不動産業界の景気回復基調が未だ

不透明であると判断し、将来の在庫リスクの解消を目的に、開発中の3プロジェクトをプロジェクト譲渡にて事

業会社等へ売却をしております。また、当社が開発を予定しているプロジェクト等について「棚卸資産の評価に

関する会計基準」を適用し、当第2四半期連結累計期間においてたな卸資産評価損として1,041百万円を売上原価

に計上しております。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6,036百万円（前年同期比：262.9％増）、営業損失は234百万

円（前年同期：営業利益290百万円）となりました。 

  

収益不動産開発 

収益不動産開発におきましては、販売用不動産に計上の「AUSPICE 水道橋」等の3物件を不動産投資家等に売

却しております。しかしながら、金融市場による運用悪化等により資金の流動性が停滞し、不動産取引価格が急

激に下落したことにより、売却した3物件の売却価格がそのたな卸資産計上額を上回ることができませんでし

た。また、当社保有の物件及び開発を予定しているプロジェクト等について「棚卸資産の評価に関する会計基

準」を適用し、当第2四半期連結累計期間においてたな卸資産評価損として1,123百万円を売上原価に計上してお

ります。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,806百万円（前年同期比：83.6％減）、営業損失は1,788百

定性的情報・財務諸表等
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万円（前年同期：営業利益3,068百万円）となりました。 

  

（ソリューション事業） 

当第2四半期連結累計期間におけるソリューション事業の売上高は1,486百万円（前年同期比：111.3％増）、営

業損失は651百万円（前年同期：営業利益145百万円）となりました。 

販売用不動産に計上の「沖縄長寿センター」等の5物件を不動産投資家等に売却しておりますが、不動産開発事

業の収益不動産開発の売却物件と同様に、売却した5物件の売却価格がそのたな卸資産計上額を上回ることができ

ませんでした。また、当社保有の物件について「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、当第2四半期連結

累計期間においてたな卸資産評価損として330百万円を売上原価に計上しております。 

  

（不動産ファンド事業） 

当第2四半期連結累計期間における不動産ファンド事業の売上高の計上はありませんでした。 

他社が組成した不動産ファンドからの分配金等の収受はなく、営業損失は31百万円（前年同期：営業損失13百万

円）となりました。 

  

（その他事業：旧不動産管理事業） 

平成21年2月13日付で発表しましたとおり、不動産管理事業を第三者へ事業譲渡を行ったことに伴い、当該決算

短信よりセグメント表記を「その他事業」へ改称しております。 

旧不動産管理事業において、当社が開発しました分譲マンション、賃貸マンション等からの分譲管理並びに建物

管理業務による受託収入が主な売上高となりました。 

その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は38百万円（前年同期比：11.3％増）、営業損失は27百万円（前

年同期：営業損失38百万円）となりました。  

  

   （1）資産 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は14,360百万円（前連結会計年度末27,111百万円）となり、前連結会計年

度末と比較して12,751百万円の減少となりました。 

流動資産は12,263百万円（前連結会計年度末24,796百万円）となり、前連結会計年度末と比較して12,533百万

円の減少となりました。主な要因として、たな卸資産計上の開発・保有物件を早期売却することによる有利子負債

残高の圧縮を推進したことにより販売用不動産が3,767百万円、仕掛販売用不動産が5,876百万円、未成業務支出金

1,100百万円減少したこと等によります。流動資産におけるたな卸資産残高につきましては、10,744百万円減少し

11,653百万円となりました。 

固定資産は2,096百万円（前連結会計年度末2,314百万円）となり、前連結会計年度末と比較して217百万円の減

少となりました。主な要因として、有形固定資産が49百万円、投資その他の資産が165百万円減少したこと等によ

ります。 

  

  （2）負債 

当第2四半期連結会計期間末の負債は13,619百万円（前連結会計年度末23,011百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して9,391百万円の減少となりました。 

流動負債は12,011百万円（前連結会計年度末17,615百万円）となり、前連結会計年度末と比較して5,604百万円

の減少となりました。主な要因として、有利子負債残高の圧縮の施策により短期借入金が2,490百万円、開発・保

有物件の分譲引渡及び売却に伴い支払手形及び買掛金が1,884百万円、前受金が1,409百万円減少したこと等により

ます。 

固定負債は1,608百万円（前連結会計年度末5,396百万円）となり、前連結会計年度末と比較して3,787百万円の

減少となりました。主な要因として、有利子負債残高の圧縮の施策により長期借入金が3,712百万円減少したこと

等によります。 負債における有利子負債残高につきましては、5,667百万円減少し11,978百万円となりました。 

  

  （3）純資産 

当第2四半期連結会計期間末の純資産は740百万円（前連結会計年度末4,099百万円）となり、前連結会計年度末

と比較して3,359百万円の減少となりました。主な要因として、当四半期純損失の計上により利益剰余金が3,339百

万円減少したこと等によります。 
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   （4）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の残高は403百万円（前連結会計年度1,369百万円）とな

り、前連結会計年度と比較して965百万円減少しております。 

     

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により増加した資金は4,535百万円となりました。主な増加要因として、税金等調整前四半期純損失

2,949百万円の計上、仕入債務において共同開発事業を中止したことにより1,734百万円減少、前受金において分譲

引渡により1,009百万円減少したこと等によります。一方、主な増加要因として、今般の不動産市況の著しい悪化

を前提として時価及び正味売却価格と比較したうえで、たな卸資産評価損として2,496百万円を計上、販売用不動

産、未成業務支出金等に計上の13物件を売却したことに伴いたな卸資産が8,103百万円減少したこと等によりま

す。 

      
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により増加した資金は166百万円となりました。主な増加要因として、投資有価証券の売却による収入

100百万円、その他の収入22百万円等によります。 

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により減少した資金は5,667百万円となりました。主な減少要因として、不動産開発事業8物件、ソリ

ューション事業5物件の分譲・売却に伴い金融機関等へ短期借入金2,490百万円、長期借入金3,176百万円を返済し

たことによります。 

  

平成20年11月14日付で発表しました通期連結業績予想につきましては、平成21年4月15日付で発表しました「平

成21年9月期通期及び第2四半期累計期間の業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」に記載しましたとお

り、以下のように修正しております。 

通期連結業績予想の修正理由につきましては、サブプライムローン問題に端を発する米国からの金融市場の混乱

の影響を背景に、金融機関からの不動産関連事業案件への融資の厳格化や実態経済の低迷による金融市場の運用環

境の悪化等により不動産及び不動産に係る資金の流動性が依然停滞しております。 

このような事業環境の下、次のとおり通期連結業績予想を修正しております。 

収益面につきましては、不動産業界の著しい環境悪化の影響及びその回復基調が未だ不透明であると判断したう

えで、当初計画しております売却物件の売却価格について下方の見直しを実施しております。費用面では、当第2
四半期連結累計期間において、不動産開発事業の分譲マンション開発の一部の開発物件を事業会社等へプロジェク

ト譲渡したことに伴う販売代理手数料及び広告宣伝費等の見直し、人件費等の経常費用のさらなる圧縮、有利子負

債残高の減少による支払利息計上額の見直しを実施しております。 

     

（連結業績予想） 

（注）上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって

予想数値と大きく異なる可能性があります。 

    

   

３．連結業績予想に関する定性的情報

        （単位：百万円）

  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 

 前回発表予想（A） 17,500 790 340 400 62円45銭 

 今回修正予想（B） 14,500 △3,180 △3,530 △3,680 △574円55銭 

 増減額（B－A） △3,000 △3,970 △3,870 △4,080 －円 －銭 

 増減率 △17.1% － － － － 

 （ご参考）前期実績 

 （平成20年9月期） 
25,487 2,615 1,884 554 99円65銭 
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  該当事項はありません。   

  

① 簡便な会計処理 

   （固定資産の減価償却の算定方法） 

定率法を採用している資産については、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する方法に

よっております。 

     

（たな卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の簿価切下げに関して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を適用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   （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） 

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む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しております。なお、法

人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末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り算定しております。 

      

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）

（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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

    通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来個別法による原価法によっておりましたが、当第2四
半期連結累計期間より「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、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

変更しております。 

        この変更に伴い税金等調整前四半期純損失は2,496百万円増加しております。 

      

      ③「リース取引に関する会計基準」等の適用  

        所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引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19年3月30日改正）が平成20年4月1
日以後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、当

第2四半期連結累計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。た

だし、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 なお、この変更により損益に与える影響はありません。 

  

（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
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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３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 502,360 1,467,596

受取手形及び売掛金 9,045 25,160

販売用不動産 ※1  3,201,473 ※1  6,969,377

仕掛販売用不動産 ※1  8,451,963 ※1  14,328,590

未成業務支出金 ※1  － ※1  1,100,000

前払費用 83,300 297,235

繰延税金資産 － 385,045

その他 ※1  38,107 ※1  223,699

貸倒引当金 △22,788 －

流動資産合計 12,263,462 24,796,704

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,056,183 1,076,965

減価償却累計額 △61,658 △52,971

建物（純額） 994,524 1,023,993

土地 511,824 524,161

その他 52,936 62,986

減価償却累計額 △32,538 △35,318

その他（純額） 20,397 27,667

有形固定資産合計 1,526,746 1,575,823

無形固定資産   

その他 10,368 13,074

無形固定資産合計 10,368 13,074

投資その他の資産   

投資有価証券 394,332 504,553

その他の関係会社有価証券 21,287 34,306

その他 143,834 186,580

投資その他の資産合計 559,454 725,440

固定資産合計 2,096,568 2,314,338

資産合計 14,360,031 27,111,043
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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３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 ※1  424,596 ※1  2,309,595

短期借入金 ※1  1,749,700 ※1  4,240,368

1年内返済予定の長期借入金 8,769,814 8,234,304

未払金 26,984 161,801

未払法人税等 538,231 706,481

預り金 28,315 32,227

前受金 289,931 1,699,422

賞与引当金 5,760 18,608

その他 177,851 212,858

流動負債合計 12,011,185 17,615,667

固定負債   

長期借入金 ※1  1,458,891 ※1  5,171,325

繰延税金負債 5,337 14,160

その他 144,582 210,578

固定負債合計 1,608,810 5,396,063

負債合計 13,619,996 23,011,730

純資産の部   

株主資本   

資本金 638,128 638,128

資本剰余金 344,120 344,120

利益剰余金 △242,591 3,096,424

株主資本合計 739,656 4,078,672

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,779 20,639

為替換算調整勘定 △7,401 －

評価・換算差額等合計 378 20,639

純資産合計 740,035 4,099,312

負債純資産合計 14,360,031 27,111,043
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,367,348

売上原価 ※1  11,497,780

売上総利益 △2,130,432

販売費及び一般管理費 ※2  879,388

営業利益 △3,009,820

営業外収益  

受取利息 1,057

受取配当金 12

違約金収入 5,999

保険解約返戻金 13,331

その他 1,418

営業外収益合計 21,819

営業外費用  

支払利息 217,732

支払手数料 27,483

その他 16,958

営業外費用合計 262,174

経常利益 △3,250,175

特別利益  

前期損益修正益 2,922

投資有価証券売却益 35,123

契約違約金収入 400,000

その他 15,000

特別利益合計 453,046

特別損失  

固定資産売却損 ※3  522

固定資産除却損 ※4  8,385

前期損益修正損 2,917

プロジェクト中止損 123,793

その他 16,380

特別損失合計 151,999

税金等調整前四半期純利益 △2,949,128

法人税等合計 389,887

四半期純利益 △3,339,016
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,200,037

売上原価 ※1  6,872,924

売上総利益 △2,672,886

販売費及び一般管理費 ※2  335,141

営業利益 △3,008,028

営業外収益  

受取利息 855

その他 2,048

営業外収益合計 2,903

営業外費用  

支払利息 94,675

支払手数料 26,339

その他 7,027

営業外費用合計 128,042

経常利益 △3,133,167

特別利益  

前期損益修正益 2,922

投資有価証券売却益 35,000

事業譲渡益 15,000

特別利益合計 52,922

特別損失  

固定資産売却損 ※3  522

固定資産除却損 ※4  7,666

プロジェクト中止損 123,793

その他 16,380

特別損失合計 148,363

税金等調整前四半期純利益 △3,228,608

法人税等合計 273,612

四半期純利益 △3,502,221
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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10月１日 
 至 平成21年３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 △2,949,128

減価償却費 68,851

長期前払費用償却額 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,788

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,848

受取利息及び受取配当金 △1,070

支払利息 217,732

持分法による投資損益（△は益） 2,701

敷金の償却 11,760

たな卸資産評価損 2,496,327

契約違約金収入 △400,000

投資有価証券売却損益（△は益） △35,123

その他特別利益 △15,000

固定資産売却損益（△は益） 539

固定資産除却損 8,385

前期損益修正損益（△は益） 2,917

プロジェクト中止損 123,793

その他特別損失 16,380

売上債権の増減額（△は増加） 16,114

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,103,852

匿名組合出資金等の増減額（△は増加） 23,501

仕入債務の増減額（△は減少） △1,734,999

未払金の増減額（△は減少） △132,961

預り金の増減額（△は減少） △3,911

前受金の増減額（△は減少） △1,009,491

その他の流動資産の増減額（△は増加） 202,660

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,287

その他の固定負債の増減額（△は減少） △65,995

小計 4,983,124

利息及び配当金の受取額 867

利息の支払額 △245,393

その他の支出 △16,899

法人税等の支払額 △186,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,535,251
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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10月１日 
 至 平成21年３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 △112,045

定期預金の払戻による収入 139,188

定期積金の預入による支出 △3,506

定期積金の払戻による収入 4,500

有形固定資産の取得による支出 △7,885

有形固定資産の売却による収入 21

投資有価証券の売却による収入 100,161

敷金及び保証金の差入による支出 △14,134

敷金及び保証金の回収による収入 37,727

その他 22,333

投資活動によるキャッシュ・フロー 166,358

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） △2,490,668

長期借入金の返済による支出 △3,176,924

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,667,592

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △965,982

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,391

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  403,409
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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。 

  

  

 当第2四半期連結会計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日） 

当社グループは、サブプライムローン問題に端を発する米国からの金融市場の混乱の影響を背景に、金融機関

からの不動産関連事業案件への融資の厳格化や実態経済の低迷による金融市場の運用環境の悪化等により不動産

及び不動産に係る資金の流動性が依然停滞しております。このような事業環境の下、収益面では不動産開発事業

及びソリューション事業において売却を予定していた開発・保有物件の売却価格がたな卸資産計上額を上回らな

かった事象が発生した影響により、収益率が大幅に悪化しております。さらに、今後の不動産市況の回復基調は

依然不透明と判断したうえで、当社グループのたな卸資産計上額について「棚卸資産の評価に関する会計基準」

を適用し、たな卸資産評価損として1,320,387千円（当第2四半期連結累計期間：2,496,327千円）を売上原価へ

計上しております。これらの影響により、当第2四半期累計期間において営業損失3,009,820千円、経常損失

3,250,175千円、四半期純損失3,339,016千円を計上しております。財務面では、有利子負債残高の圧縮を進める

目的でたな卸資産へ計上されている開発・保有物件を売却したことに伴い、たな卸資産残高が11,653,436千円

（前連結会計年度末比：10,744,531千円減少）、有利子負債残高が11,978,405千円（前連結会計年度末比：

5,667,592千円減少）となったものの、四半期純損失を計上したことにより、純資産が740,035千円（前連結会

計年度末比：3,359,277千円減少）と大幅に減少し、自己資本比率は5.2%（前連結会計年度末15.1%）となって

おります。 

上記のような厳しい事業環境の下、当社グループでは、将来の資金繰りの安定化を図るべく資金の早期回収を

目的に、たな卸資産計上の開発プロジェクトの地位譲渡並びに保有物件等の売却を実施しております。さらに、

開発プロジェクトについては、着工時期の延期及び凍結を実施することで開発プロジェクトに係る資金流出の抑

制を図っております。しかしながら、当社グループの将来における資金繰りについて、開発プロジェクトの建築

費について一部支払が遅延となっている状況を勘案した場合、当社グループの資金繰りが万全であるという状況

には至っておりません。 

当該状況により、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。 

  

当社グループは、当該状況を解消すべく当期（平成21年9月期）を初年度とする3ヵ年を対象とした中期経営

計画（ASCOT REVIVAL-PLAN 2011）に取り組んでおります。 

  

 （1）財務基盤の強化 

不動産市況の回復は未だ不透明であると判断したうえで、有利子負債残高の圧縮を目的に事業採算性の低い

プロジェクトを選別し早期売却を実施することにより、早期資金回収及びそれに係る支払利息の低減を図って

まいります。さらに、将来の資金繰り安定化を目的に、第三者割当増資等の資本政策の実施を検討してまいり

ます。 

  

 （2）収益構造の改善 

当社グループでは、昨年来からの役員報酬の減額及び役員数の削減・従業員等の人員削減・本社移転等の実

施による経常費用の削減を行っておりますが、さらなる経常費用の削減として役員報酬額の再減額の検討、販

売費及び一般管理費において経常的に係る費用の見直しを行い経常費用の削減を実施してまいります。 

   

当社グループでは、上記施策である「有利子負債残高圧縮による資金面での対応」及び「経常費用削減による

収益性の向上」を図ることにより、当社グループの資金繰りの安定化が実現できると考えており、継続性の前提

に関する重要な疑義は解消できると判断しております。 

したがって、第2四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

を第2四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
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          当第2四半期連結累計期間（自平成20年10月1日 至平成21年3月31日） 

 （注）1.  事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.  平成21年9月期第1四半期決算短信に記載しております不動産管理事業は、当該事業の事業譲渡に伴い、その

他事業へ改称しております。 

3. 各事業区分の主要な事業の内容 

4.  会計方針の変更 

 当連結会計年度より「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。これによる営業損益に与える影響額は、△2,496,327千円であります。なお、各セグメントの 

 営業損益に与える影響額は、不動産開発事業△2,165,540千円、ソリューション事業△330,787千円でありま

 す。     
  

  

          当第2四半期連結累計期間（自 平成20年10月1日 至 平成21年3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。  

  

          当第2四半期連結累計期間（自 平成20年10月1日 至 平成21年3月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当第2四半期連結会計期間（自 平成21年1月1日 至 平成21年3月31日） 

  当第2四半期連結会計期間では、不動産業界の著しい環境悪化及びその回復基調が未だ不透明であること、た

な卸資産計上の開発・保有物件を売却することによる有利子負債残高の圧縮を進めることを勘案し、当初計画し

ておりましたプロジェクトの一部を前倒しに売却及び当初計画外のプロジェクトの売却を実施しております。一

方、費用面では、販売費及び一般管理費にて役員数削減・役員報酬減額、人員削減の合理化及びそれに伴う費目

にて経常費用削減効果が発生したものの、たな卸資産評価損を今般の不動産市況の著しい悪化を前提として時価

及び正味売却価格と比較したうえで、当第2四半期連結会計期間においてたな卸資産評価損として1,320百万円

を売上原価へ計上しております。また、繰延税金資産の回収実現性を検討した結果、実現性が困難と判断し全額

取崩しを行ったことに伴い、法人税等へ334百万円を計上しております。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

不動産 

開発事業 

（千円） 

ソリュー 

ション事業 

（千円） 

不動産 

ファンド事業

（千円） 

  

その他事業 

（千円） 

  

計 

（千円） 

  

消去又は全社 

（千円） 

  

連結 

（千円） 

売上高              

(1) 外部顧客に 

  対する売上高 
 7,842,199  1,486,577 －  38,571  9,367,348 －  9,367,348

(2) セグメント間 

   の内部売上高 
－ － －  20,770  20,770  (20,770) － 

  計  7,842,199  1,486,577 －  59,341  9,388,118  (20,770)  9,367,348

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 △2,023,232  △651,364  △31,667  △7,087  △2,713,352  (296,468)  △3,009,820

不動産開発事業 「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業

務、投資家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発

業務 

ソリューション事業 資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率

的な改装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

不動産ファンド事業 他社が組成する特別目的会社等へ出資し配当やキャピタルゲインを取得 

その他事業 分譲マンション等における総合管理業務及び不動産仲介業務及び開発物件にお

ける企画開発のプロジェクトマネジメント業務 

〔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
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 この結果、当第2四半期連結累計期間における営業損失は3,009百万円、経常損失は3,250百万円、四半期純損

失3,339百万円を計上しております。 

 上記の四半期純損失の計上に伴い、当2四半期連結会計期間末の利益剰余金が減少し△242百万円（前連結会

計年度末：3,096百万円）となり、株主資本は739百万円（前連結会計年度末：4,078百万円）と大幅に減少して

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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        13,434,936  100.0

Ⅱ 売上原価        9,502,628  70.7

売上総利益        3,932,307  29.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費        870,072  6.5

営業利益        3,062,235  22.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  1,439            

２．受取配当金  1,285            

３．契約違約金収入  4,201            

４．その他  1,256  8,183  0.0

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  347,903            

２．支払手数料  44,874            

３．その他  545  393,322  2.9

経常利益        2,677,095  19.9

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産除却損  146            

２．リース契約解約損  1,800  1,946  0.0

税金等調整前中間純利益        2,675,148  19.9

法人税、住民税及び事業税  1,138,190            

法人税等調整額  △55,079  1,083,111  8.1

中間純利益        1,592,037  11.8
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（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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,675,148

減価償却費   72,379

繰延資産償却額   431

長期前払費用償却   236

賞与引当金の増減額（△は減少）   △1,825

受取利息及び受取配当金   △2,725

支払利息   347,903

固定資産除却損   146

リース契約解約損失   1,800

売上債権の増減額（△は増加）   △26,735

たな卸資産の増減額（△は増加）   △2,599,531

匿名組合出資金の増減額（△は増加）   10,459

仕入債務の増減額（△は減少）   2,424,957

未払金の増減額（△は減少）   32,913

預り金の増減額（△は減少）   81,081

前受金の増減額（△は減少）   95,809

その他流動資産の増減額（△は増加）   52,973

その他流動負債の増減額（△は減少）  △58,986

その他固定負債の増減額（△は減少）  △29,893

小計  3,076,543

利息及び配当金の受取額   2,725

利息の支払額   △353,960

その他   △1,890

法人税等の支払額   △534,161

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,189,257

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  △36,038

定期預金の払戻による収入  50,120

定期積金の預入による支出  △21,500

定期積金の払戻による収入  21,000

有形固定資産の取得による支出   △7,198

無形固定資産の取得による支出   △362

投資有価証券の売却による収入   20,000

敷金・保証金の差入による支出   △18,563
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その他   △2,214

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,243

Ⅲ 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   1,328,667

長期借入れによる収入   5,805,900

長期借入金の返済による支出   △8,293,633

社債償還による支出   △200,000

配当金の支払額   △54,050

その他   △148

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,413,264

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  781,236

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  901,775

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,683,011
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前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日）  

 （注）1.  事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

2. 各事業区分の主要な事業の内容 

3.  当中間連結会計期間の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は429,743千円

  であり、その主なものは当社の一般管理費であります。  
4.  会計方針の変更 

前連結会計年度より有形固定資産の減価償却の方法に係る会計変更をしております。この変更による当中間

連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日）において、本邦以外の国または地域に

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。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日）において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産 

開発事業 
（千円） 

ソリュー 
ション事業 
（千円） 

不動産 
ファンド事業 
（千円） 

不動産 
管理事業 
（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 
 12,696,834  703,452  －  34,649  13,434,936  －  13,434,936

(2）セグメント間 

    の内部売上高 
 －  －  －  38,826  38,826 (38,826)  －

計  12,696,834  703,452  －  73,475  13,473,762 (38,826)  13,434,936

営業費用  9,337,581  557,869  13,676  73,113  9,982,241  390,459  10,372,701

営業利益  3,359,252  145,583  △13,676  361  3,491,521 (429,285)  3,062,235

不動産開発事業 「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業

務、投資家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発

業務 

ソリューション事業 資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率

的な改装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

不動産ファンド事業 他社が組成する特別目的会社等へ出資し配当やキャピタルゲインを取得 

不動産管理事業 分譲マンション等における総合管理業務及び不動産仲介業務 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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