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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,430 29.1 38 ― △81 ― △1,225 ―
20年3月期 3,431 △31.0 △470 ― △713 ― △706 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △5,256.90 ― ― △2.4 0.9
20年3月期 △8,979.30 ― △137.5 △13.0 △13.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 930 △756 △81.4 △861.95
20年3月期 5,708 147 2.6 1,867.56

（参考） 自己資本  21年3月期  △757百万円 20年3月期  146百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3,101 120 △3,421 46
20年3月期 △2,518 34 1,247 245

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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） 

 

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

639 △83.8 △78 ― △92 ― △92 ― △105.01

通期 2,423 △45.3 87 126.2 7 ― 7 ― 8.39



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、25ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 879,665株 20年3月期 79,665株
② 期末自己株式数 21年3月期 960株 20年3月期 960株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 4,306 28.0 84 ― △34 ― △1,191 ―
20年3月期 3,365 △29.8 △454 ― △696 ― △707 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △5,108.52 ―
20年3月期 △8,986.59 ―

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 900 △720 △80.0 △820.76
20年3月期 5,661 148 2.6 1,887.87

（参考） 自己資本 21年3月期  △721百万円 20年3月期  148百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料提出日現在において入手可能な情報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異なる結果となる可能性がありま
す。 

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 
累計期間

555 △85.7 △62 ― △85 ― △85 ― △97.08

通期 2,116 △50.9 86 2.6 5 ― 5 ― 6.12



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界

経済の急激な減速や円高の進行による企業業績の急速な悪化を背景に、雇用・所得環境が厳しい局面となり、先行き

不安による消費マインドの冷え込みが一層高まり、景気は深刻な後退局面に入ってまいりました。   

  不動産業界におきましては、厳しい雇用・所得環境を反映して消費者の生活防衛意識の高まりが住宅購入マインド

の減退を誘い、米国サブプライムローン問題や国内株式の大幅な下落に起因して金融機関の融資姿勢が厳しいものと

なり、建設・不動産関連企業が相次ぎ経営破綻する等、業界を取り巻く事業環境は極めて厳しい状況となりました。

 しかしながら、年初より住宅借入金等特別控除を始めとする住宅税制の優遇、並びに価格調整による割安感が増し

た物件が市場に流通し始めたことにより、買い控え及び様子見の姿勢であった顧客の潜在的な住宅需要を後押しする

ケースが見え始め、事業環境が好転する兆候も散見される状況となってまいりました。 

 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。 

 当連結会計年度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）  

当連結会計年度の企画・販売代理事業におきましては、販売管理費の圧縮、販売人員の効率的な人員配置等のＳＣ

リバイバルプラン遂行による大幅なリストラクチャリングは実現いたしましたが、景気の先行き不透明感による消費

者の購買意欲の減退等の影響により営業成績は低調に推移し、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、当連結会計年度の売上高は482百万円(前年同期比45.2％減少）、営業損失35百万円(前年同期は営業

損失243百万円）となりました。 

  

（不動産流動化事業） 

当連結会計年度の不動産流動化事業におきましては、販売用不動産の売却の推進、並びに商業ビルの管理業務を行

いました。第２四半期会計期間には大型物件の売却を行いました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,943百万円(前年同期比49.1％増加）、営業利益は445百万円(前年同期比

27.0％減少）となりました。 

  

   （企画不動産販売事業） 

当連結会計年度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行いました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は882百万円(前年同期比60.1％増加）、営業利益は125百万円(前年同期は営

業損失211百万円）となりました。 

   

（人材派遣事業） 

当連結会計年度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、当連結会計年度の売上高172百万円(前年同期比215.8％増加）、営業損失は７百万円(前年同期は営業

損失17百万円）となりました。       

  

 （その他事業）  

当連結会計年度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、当連結会計年度の売上高は９百万円(前年同期比70.7％増加）、営業損失29百万円(前年同期は営業損

失13百万円）となりました。 

  

  以上の結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、4,430百万円（前年同期比29.1％増加）、売上原

価は3,209百万円（前年同期比63.9％増加）、売上総利益は1,220百万円（前年同期比17.1％減少）となりました。ま

た、営業利益は38百万円（前年同期は営業損失470百万円）、経常損失は81百万円（前年同期は経常損失713百万円）

となり、当期純損失は1,225百万円（前年同期は当期純損失706百万円）となりました。 

  

１．経営成績



 （次期の見通し） 

  次期の見通しにつきましては、不動産業界を取り巻く厳しい事業環境は依然として継続するものと思われますが、

年初からの住宅税制の優遇策や来店客数の回復傾向から判断して、内在するマンション需要は徐々に回復していくと

思われます。 

 企画・販売代理事業におきましては、資本の集中と選択の観点から、早期に実施したリストラクチャリングによる

販売管理費の圧縮及びエリア特性に応じた営業体制の見直し等により一定の効果を創出いたしましたが、継続して現

在の市場環境と事業規模に合った体制作りを行い、事業環境が悪化した状況においても、機動的な施策をもって着実

に収益を積み上げ一定の利益を創出できる事業モデルを再構築することを 重要課題として取り組んでまいります。

 不動産流動化事業におきましては、強みである「物件選別ノウハウ」を活かし、保有不動産のポートフォリオ再構

築を進行し、現状物件の売却による有利子負債の圧縮を進めてまいります。 

 企画不動産販売事業におきましては、長年、企画・販売代理事業で蓄積したユーザーデータ及び不動産流動化事業

で培ったデュー・ディリジェンス等のノウハウを用いて、分譲マンションの販売業務を行っていく予定であります。

 その他、収益力ある事業の柱を当社グループ内に育成するため、子会社において展開する「人材派遣事業」の事業

推進を加速化させると共に、事業シナジーの観点から、有益と考えられる企業との提携を積極的に検討してまいりま

す。これらを勘案した各セグメント別の予想売上高は、企画・販売代理事業において610百万円、不動産流動化事業

において378百万円、企画不動産販売事業において1,128百万円、、その他事業において315百万円を予定しておりま

す。 

 以上の結果、平成22年3月期の当社グループの売上高は、2,423百万円、営業利益87百万円、経常利益は７百万円と

なり、当期純利益は７百万円を予定しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

199百万円減少し46百万円となりました。 

 当連結会計年度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） 

 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、3,101百万円（前年同期は2,518百万円の減少）となりま

した。これは主に、たな卸資産の売却による収入3,036百万円等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） 

 当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は、120百万円（前年同期は34百万円の増加）となりまし

た。これは主に、差入保証金の回収による収入120百万円等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） 

 当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、3,421百万円（前年同期は1,247百万円の増加）となりま

した。これは主に、長期借入金の返済による支出3,205百万円等によるものであります。 

   

  キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  自己資本比率           ：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

  ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

  ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  ※ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。また、営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び

「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を記載しておりません。  

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期  平成21年３月期

自己資本比率（％） 17.3 16.8 2.6 △81.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 178.5 58.7 7.6 80.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
― ― ― 42.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ― 51.4 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分に関しましては、株主の皆様に対する安定した利益還元を経営戦略の根幹であると考え、配当性向30％を

目標に継続的かつ安定的な配当を実現することを基本方針としております。 

 しかしながら、当社の現状を鑑みまして、当期の配当につきましては誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

また、次期の配当につきましては、無配を予定しておりますが、早期に業績を回復させ、速やかに復配を実現するこ

とが経営上の 重要課題の一つと考えております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により影響を受ける可能性があります。以下において、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす事項を記載しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識

した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

  

①不動産市況の動向等について 

 当社グループが販売受託、売買、仲介及び賃貸する不動産の取引価格及び流通量等は、不動産市況の影響を受けて

おり、今後、景気見通しの悪化や金利の上昇等による顧客の購入意欲の減退、景気の低迷や供給過剰等による賃料水

準の低下や空室率の上昇等、市況の動向が当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  
②企画・販売代理事業について 

 当社グループが企画・販売代理事業において受領する販売手数料は、マンション等の分譲代金に手数料率をかけた

金額であるため概ね定額であります。そのため、景気見通しの悪化や金利の上昇及び住宅税制の変更等による顧客の

購入意欲の減退により、販売期間が計画よりも長期にわたる場合には、販売経費の増加等が発生し、当社グループの

業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、工期の遅延等不測の事態によって、マンション等の引渡し時期が遅延することにより、当社グループの業績

及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③販売用不動産等について 

 当社は、不動産流動化事業及び企画不動産販売事業において、不動産を取得しております。計画に基づき販売用不

動産等を売却する予定でありますが、販売までの間に不動産市況の動向等の要因により販売用不動産等の価格が下落

した場合には、売却損または評価損が発生する他、販売時期が遅延することにより、当社グループの業績及び財政状

態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④有利子負債への依存について 

 当社は、不動産の取得資金等を金融機関からの借入により調達しているため、総資産に対する有利子負債への依存

度が高い水準にあります。今後においても、有利子負債残高は高い水準で推移するものと想定されるため、今後の金

利変動により、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤契約等について 

 当社グループは、企画・販売代理事業においてデベロッパーとの販売業務委託契約、人材派遣事業において派遣先

企業と人材派遣基本契約等、事業推進のために種々の契約を締結しておりますが、これらの契約が当社グループの想

定に反し、解除、更新拒絶、その他何らかの事由により終了した場合には、当社グループの業績及び財政状態等に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥人材について 

 当社は、平成20年４月３日を期日とした希望退職者の募集を実施し、募集40名（従業員数137名 平成20年３月31

日現在）に対し40名の応募受付を完了しております。希望退職募集は、当社の今後の事業規模及び事業内容を勘案

し、 適な組織構築が可能な体制を想定のうえ実施しておりますが、当社が求める人材を充分に確保できない場合、

または在職中の人材の更なる流出により必要な人材を確保できなくなった場合は、当社グループの業績及び財政状態

等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦法的規制について 

 当社グループは、不動産業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許及び「信託業法」に基づく信託受益権販売

業の登録を受け、主に不動産販売の事業を行っております。また、人材派遣業者として「労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に基づく免許を受け、主に人材派遣の事業を行っており

ます。今後、免許の取り消しがあった場合、有効期間の更新ができなかった場合等には、当社グループの成長及び業

績に影響を及ぼす可能性があります。  



⑧情報の管理について 

 当社グループは、企業活動に伴い個人情報等様々な情報を入手しております。その管理には細心の注意を払ってお

りますが、不正侵入及び不正使用等不測の事態により漏えいした場合には、当社グループの信用低下に伴い、当社グ

ループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨重要な訴訟事件等について 

 当社グループにおいて、現在係争中の重要な訴訟事件はありませんが、当社グループの事業を遂行する上で、取引

先または顧客等から当社グループに重要な影響を与える訴訟等を提起された場合には、当社グループの業績及び財政

状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に関する注記について 

 当社グループには、前連結会計年度（平成20年３月期）において「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又

は状況」が生じておりました。当該事象又は状況については、当連結会計年度（平成21年３月期）においても継続し

て生じております。当該事象又は状況の解消が早期に行えなかった場合には、当社グループの業績及び財政状態等に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑪開示事務管理態勢及び法令遵守態勢の整備について 

 当社グループは、平成21年３月期第２四半期報告書を法定提出期限までに提出することができず、平成20年12月４

日付で提出いたしました。このため当社は、平成21年１月８日付で近畿財務局長宛に金融商品取引法第26条に基づく

報告書を提出しております。 当社といたしましては、当該提出遅延を重く受け止め、担当者のコンプライアンスに

対する意識を再確認し、決算態勢及び開示事務管理態勢並びに社内教育の見直しを図り再発防止に取り組んでおりま

す。当該再発防止策によりしかるべき適時事務管理態勢並びに社内教育体制へと移行されなかった場合には、当社グ

ループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  



 当社グループは、株式会社セイクレスト（当社）及び連結子会社である株式会社サプリメントサービスによって構成

されており、当社は主に企画・販売代理事業、不動産流動化事業及び企画不動産販売事業を、また、株式会社サプリメ

ントサービスは人材派遣事業を行っております。 

 これらの事業の主な内容、各事業における当社及び連結子会社の位置付けは次のとおりであります。 

  

 （1） 企画・販売代理事業 

 当社は首都圏・近畿圏を中心にマンションの企画・販売代理事業を行っております。当該事業におきましては、過

去にマンションを販売した顧客及びモデルルーム来場者へのアンケート調査等を集積し、データベースを構築してお

り、当該データを基に顧客トレンド及び市場動向等を分析し、デベロッパーにユニットや設備仕様を企画提案すると

ともに、デベロッパーの代理として契約・諸費用の精算、登記取次事務、ローン事務、引渡、資金回収等の業務を行

い、デベロッパーから企画手数料・販売手数料を得ております。 

 

 （2） 不動産流動化事業 

 当社は、アセットマネジメント事業及び不動産投資事業等の不動産流動化事業を行っております。 

 アセットマネジメント事業では、賃貸マンションやオフィスビル等の収益不動産を取得・保有する不動産賃貸業務

を行っております。また、不動産ファンドの企画・組成、運用及び管理等のファンド業務を予定しております。 

 不動産投資事業では、投資不動産を発掘しデュー・デリジェンスを行って取得し、バリューアップを図った上で売

却するという事業を行っております。また、市場分析業務も行っております。 

 

 （3） 企画不動産販売事業 

 当社は企画・販売代理事業で培った販売並びにマーケティングノウハウ等を活かした、分譲マンション等の買い取

り再販事業を行っております。また、不動産流動化事業において蓄積したノウハウを有効に活用し、買い取り物件に

対して、取得後バリューアップを図った上で販売するという事業の展開も予定しております。 

 

（4）人材派遣事業 

 当社の連結子会社である株式会社サプリメントサービスでは、人材の流動化、業務のアウトソーシング化傾向を受

け、デベロッパー等の不動産・建設関連企業への派遣を中心とする人材派遣サービス事業を行っております。株式会

社サプリメントサービスによる当該事業は、時間給方式による派遣料金形態をメインとしつつ、営業業務の派遣につ

いては成功報酬型の派遣料金も組み入れた形式となっております。 

  

  （5）その他事業 

 当社の連結子会社である株式会社サプリメントサービスでは、既存事業であるインテリアプランニング事業につい

ては撤退し、新規事業である不動産広告事業に移管しております。 

 その他事業である不動産広告事業では、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

業を行っております。 

  

２．企業集団の状況



 これらの事業を系統図で表すと以下のとおりであります。 

  

 
  



(1）会社の経営の基本方針 

 「デベロッパーとユーザーとの掛け橋として 高のコラボレーションを提供するトータルソリューションカンパニ

ーを目指す。」ことを企業理念としております。 

 この企業理念に基づき、当社は生活の も重要な基盤である『住まい』の販売を通じて、デベロッパーとユーザー

それぞれの満足を追求し続けることを経営の基本方針といたしております。ライフスタイルが多様化する現代におい

て、『住まい』に対するユーザーのニーズも急速に多様化、複雑化しています。マンション業界の健全な発展とユー

ザーのライフスタイルに合わせた良質な住宅の提供に寄与するためには、デベロッパーに対してユーザーの視点に立

ったマンション提案を行う一方で、各ユーザーに対してはそれぞれに思い描くライフスタイル及びライフステージに

合った 適な『住まい』の提案を行う必要があると認識しております。 

 当社といたしましては、このように多様化するユーザーニーズに適切かつ迅速に対応できるよう過去に販売したマ

ンションの顧客及びモデルルーム来場者に対する継続的なアンケート調査を実施し、その調査データ等をもとに徹底

的なマーケティングを行っております。また、営業現場においても対話の中からユーザーニーズの把握に努め、これ

らの情報を供給サイドであるデベロッパーに対してフィードバックすることにより居住空間創造のコミュニケーター

の役割を担っております。 

 当社はプロフェッショナルとして従来のマンション及び周辺業界の流通構造を、ユーザー及びデベロッパーの双方

の両立性を確保しながらイノベーションするとともに、居住空間の効用 大化を目指してプロパティ・インプルーブ

メントを実現するフィー・デベロッパー分野を確立したいと考えております。 

 一方、当社グループとしては、現在当社グループが有している情報やノウハウを活用し、転換されつつある不動産

業界のパラダイムに迅速かつ適切に対応していくことにより、不動産流動化事業における不動産と金融の融合をはか

り、投資家とオリジネーターの双方のニーズを満たすような仕組みを組成してまいります。 

 また、人材の流動化、業務のアウトソーシング化傾向を受け、人材派遣事業を行っております。常に新しいビジネ

スフィールドの創造に努め、これまで以上の成長スピードと経営効率を実現するよう努力してまいる所存でありま

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、企画・販売代理事業を基幹事業として、不動産流動化事業、企画不動産販売事業及び周辺産業に

おける事業展開を進めておりますが、グループを通しての継続した安定成長及び収益性の観点から営業利益率の向上

を目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、外部環境の変化に順応すると共に、中長期的に安定した収益基盤の構築を推進すべく、様々な経

営課題の改善を図ってまいります。 

 当社グループを取り巻く中長期的な事業環境におきましては、高騰した土地価額及び継続する建築コストの高騰に

よるマンション価格の高止まり、金融信用収縮からくる株安等を始めとした景気の不透明感による一般エンドユーザ

ーの購買力低下は継続傾向にあり、需給バランスの乖離調整にかかる期間の長期化が懸念されております。しかしな

がら、内在するマンション需要は団塊ジュニアをはじめとした新たな購買層により底堅く、中長期的には改善されて

いくものと思われます。 

 企画・販売代理事業におきましては、資本の集中と選択の観点から、早期に実施したリストラクチャリングによる

販売管理費の圧縮及びエリア特性に応じた営業体制の見直し等により一定の効果を創出いたしましたが、継続して現

在の市場環境と事業規模に合った体制作りを行い、中長期的において、事業環境が悪化した状況においても、機動的

な施策をもって着実に収益を積み上げ一定の利益を創出できる事業モデルを再構築することを 重要課題として取り

組み、継続成長を実現する組織の構築を図ってまいります。 

 不動産流動化事業におきましては、世界的な金融信用収縮に伴なった国内不動産取引停滞の長期化が懸念されてお

りますが、特に首都圏を中心とした都心部においては、継続して堅調なオフィス需要が見られるなど、不動産投資の

マーケットは選別が行われながら中長期的には徐々に回復していくものと思われます。このような状況のもと、当社

といたしましては、現状の強みである「物件選別ノウハウ」の蓄積を強化しリスクの軽減を図ると共に、保有不動産

のポートフォリオ再構築も進め、中長期においても安定した収益の確保を目指してまいります。 

 企画不動産販売事業におきましては、長年、企画・販売代理事業で蓄積したユーザーデータ及び不動産流動化事業

で培ったデュー・ディリジェンス等のノウハウを用いて、分譲マンション・分譲戸建住宅等の販売業務を継続して行

っていく予定であります。 

 その他、収益力ある事業の柱を当社グループ内に育成するため、子会社において展開する「人材派遣事業」の事業

推進を加速化させると共に、事業シナジーの観点から、有益と考えられる企業との提携を積極的に検討してまいりま

す。 

３．経営方針



  

(4）対処すべき課題 

①今後の収益性の向上について 

  当社グループは、急変する外部環境及び不動産市況に対応すると共に、収益性の改善及び財務基盤の強化を図って

まいります。 

 当社グループを取り巻く不動産市況は、世界的な経済不安の中において著しく悪化しており、分譲マンション価格

は下落し分譲マンションの着工戸数は減少しております。また、下落した分譲マンション価格は、エンドユーザーの

購買意欲を一部刺激しているものの、販売戸数は低調に推移していくものと思われます。 

 企画・販売代理事業におきましては、早期に実施したリストラクチャリングによる販売管理費の圧縮及びエリア特

性に応じた営業体制の見直し等により一定の効果を創出いたしましたが、継続して現在の市場環境と事業規模に合っ

た体制作りを行い、中長期的において、事業環境が悪化した状況においても、機動的な施策をもって着実に収益を積

み上げ一定の利益を創出できる事業モデルを再構築することを 重要課題として取り組むとともに、組織体制を含め

た抜本的な利益構造の構築を図ってまいります。 

 不動産流動化事業におきましては、世界的な金融信用収縮に伴なった国内不動産取引停滞の長期化が懸念されてお

りますが、当社といたしましては、現状の強みである「物件選別ノウハウ」の蓄積を強化しリスクの軽減を図ると共

に、保有不動産のポートフォリオ再構築も進め、中長期においても安定した収益の確保を目指してまいります。 

 企画不動産販売事業におきましては、長年、企画・販売代理事業で蓄積したユーザーデータ及び不動産流動化事業

で培ったデュー・ディリジェンス等のノウハウを用いて、分譲マンション・分譲戸建住宅等の販売業務を継続して行

っていく予定であります。 

 その他、収益力ある事業の柱を当社グループ内に育成するため、子会社において展開する「人材派遣事業」の事業

推進を加速化させると共に、事業シナジーの観点から、有益と考えられる企業との提携を積極的に検討してまいりま

す。 

  

②継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

 前連結会計年度（平成20年３月期）において、当社グループは「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は

状況」が生じておりました。当該事象又は状況については、当連結会計年度（平成21年３月期）において継続して生

じており、その解消を 優先課題の一つとして考え、全社一丸となり取り組んでおります。当該事象又は状況につい

ては、収益性の改善及び財務基盤の強化を図ることで解消できると考えております。 

  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 266,068 46,257

受取手形及び売掛金 210,491 87,897

たな卸資産 ※1  4,836,218 ※1, ※2  581,177

前払費用 23,144 2,923

仮払金 － 34,263

その他 104,154 9,184

貸倒引当金 △50,648 △3,273

流動資産合計 5,389,429 758,430

固定資産   

有形固定資産   

建物 88,207 74,707

減価償却累計額 △23,250 △6,823

建物（純額） 64,957 ※1  67,884

工具、器具及び備品 23,028 15,167

減価償却累計額 △13,162 △8,012

工具、器具及び備品（純額） 9,865 7,155

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 92,429 92,647

無形固定資産 16,163 15,231

投資その他の資産   

投資有価証券 40,323 18,798

差入保証金 142,801 22,199

保険積立金 3,936 3,476

破産更生債権等 2,749 53,658

会員権 － 9,832

その他 20,200 9,737

貸倒引当金 △7,031 △57,940

投資その他の資産合計 202,981 59,762

固定資産合計 311,575 167,641

繰延資産   

社債発行費 7,223 4,854

繰延資産合計 7,223 4,854

資産合計 5,708,228 930,926



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  902,000 ※1  421,621

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,001,701 ※1  68,204

1年内償還予定の社債 110,000 ※1  172,000

未払法人税等 102 1,768

未払金 128,565 112,728

前受金 － 11,273

未払消費税等 － 43,870

預り金 41,329 18,423

賞与引当金 30,647 －

預り保証金 136,362 105,500

その他 44,912 14,455

流動負債合計 3,395,620 969,846

固定負債   

社債 340,000 ※1  160,000

長期借入金 ※1  1,762,041 ※1  509,751

退職給付引当金 61,012 45,838

負ののれん 1,755 1,287

その他 350 450

固定負債合計 2,165,158 717,326

負債合計 5,560,779 1,687,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,160 559,810

資本剰余金 112,840 273,490

利益剰余金 △329,027 △1,554,710

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 146,986 △757,396

新株予約権 － 1,150

少数株主持分 462 －

純資産合計 147,448 △756,246

負債純資産合計 5,708,228 930,926



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,431,475 4,430,416

売上原価 ※1  1,958,044 3,209,983

売上総利益 1,473,430 1,220,432

販売費及び一般管理費 ※2  1,944,245 ※2  1,181,970

営業利益又は営業損失（△） △470,815 38,462

営業外収益   

受取利息 2,351 213

負ののれん償却額 468 468

保険解約返戻金 21,651 910

保険取扱事務手数料 595 101

法人税等還付加算金 － 1,354

雑収入 375 465

営業外収益合計 25,441 3,513

営業外費用   

支払利息 156,446 87,296

社債発行費償却 3,336 2,369

投資事業組合運用損 7,028 －

貸倒引当金繰入額 ※3  50,000 －

支払手数料 46,567 26,740

有価証券売却損 － 2,921

雑損失 4,556 3,725

営業外費用合計 267,935 123,053

経常損失（△） △713,309 △81,076

特別利益   

貸倒引当金戻入額 79,688 308

賞与引当金戻入額 － 22,982

受取和解金 － 75,000

償却債権取立益 － 2,236

その他 － 5,200

特別利益合計 79,688 105,727

特別損失   

固定資産除却損 ※4  77 ※4  6,660

たな卸資産評価損 － 1,206,000

投資有価証券評価損 － 17,059

特別退職加算金 ※5  9,336 ※5  1,388

減損損失 ※6  22,398 ※6  6,760

事務所移転損失 ※7  40,800 ※7  8,295

その他 － 3,934

特別損失合計 72,611 1,250,098

税金等調整前当期純損失（△） △706,232 △1,225,448



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 1,072 696

法人税等調整額 △109 －

法人税等合計 963 －

少数株主損失（△） △479 △462

当期純損失（△） △706,716 △1,225,682



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 399,160 399,160

当期変動額   

新株の発行 － 30,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 130,650

当期変動額合計 － 160,650

当期末残高 399,160 559,810

資本剰余金   

前期末残高 112,840 112,840

当期変動額   

新株の発行 － 30,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 130,650

当期変動額合計 － 160,650

当期末残高 112,840 273,490

利益剰余金   

前期末残高 403,975 △329,027

当期変動額   

剰余金の配当 △26,287 －

当期純損失（△） △706,716 △1,225,682

当期変動額合計 △733,003 △1,225,682

当期末残高 △329,027 △1,554,710

自己株式   

前期末残高 △35,986 △35,986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △35,986 △35,986

株主資本合計   

前期末残高 879,989 146,986

当期変動額   

新株の発行 － 60,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 261,300

剰余金の配当 △26,287 －

当期純損失（△） △706,716 △1,225,682

当期変動額合計 △733,003 △904,382

当期末残高 146,986 △757,396



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

新株予約権の発行 － 2,450

新株の発行（新株予約権の行使） － △1,300

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  

当期変動額合計 － 1,150

当期末残高 － 1,150

少数株主持分   

前期末残高 532 462

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69 △462

当期変動額合計 △69 △462

当期末残高 462 －

純資産合計   

前期末残高 880,522 147,448

当期変動額   

当期純利益 △706,716 △1,225,682

新株の発行 － 60,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 260,000

新株予約権の発行 － 2,450

剰余金の配当 △26,287 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △69 △462

当期変動額合計 △733,073 △903,694

当期末残高 147,448 △756,246



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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   

税金等調整前当期純損失（△） △706,232 △1,225,448

減価償却費 10,537 9,918

減損損失 22,398 6,760

事務所移転損失 40,800 7,135

負ののれん償却額 △468 △468

その他の償却額 16,964 9,054

たな卸資産評価損 164,643 1,209,392

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,935 △15,174

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,296 △30,647

未払消費税等の増減額（△は減少） － 41,171

貸倒引当金の増減額（△は減少） △573,235 3,534

前受金の増減額（△は減少） － △21,654

固定資産除却損 77 6,660

投資事業組合運用損益（△は益） 7,028 －

社債発行費償却 3,336 2,369

受取利息及び受取配当金 △2,351 △213

支払利息 156,446 87,296

売上債権の増減額（△は増加） 598,213 122,593

仕入債務の増減額（△は減少） △16,575 10,395

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,913,212 3,036,594

前払費用の増減額（△は増加） 8,488 19,347

預り金の増減額（△は減少） 4,278 △22,906

預り保証金の増減額（△は減少） △43,612 △30,762

その他 △20,229 △96,177

小計 △2,260,935 3,128,771

利息及び配当金の受取額 2,332 246

利息の支払額 △155,972 △60,301

法人税等の支払額 △103,588 32,539

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,518,164 3,101,256



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４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 △60,515 －

定期預金の払戻による収入 70,531 20,200

有形固定資産の取得による支出 △2,389 △11,513

無形固定資産の取得による支出 △10,968 △11,111

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 49,279 1,834

差入保証金の回収による収入 － 120,602

保険解約による収入 69,908 1,577

その他 △29,364 △1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,981 120,472

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 3,693,500 558,600

短期借入金の返済による支出 △4,271,501 △1,038,978

長期借入れによる収入 2,342,778 20,000

長期借入金の返済による支出 △291,477 △3,205,787

社債の発行による収入 － 92,000

社債の償還による支出 △200,000 △100,000

親会社による配当金の支払額 △25,865 △123

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 260,000

新株予約権の発行による収入 － 2,450

その他 － △9,500

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,247,433 △3,421,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,235,749 △199,610

現金及び現金同等物の期首残高 1,481,617 245,867

現金及び現金同等物の期末残高 245,867 46,257



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日）   

 当社グループは、当連結会計年度において、不動産流

動化事業における物件売却のずれ込み等に伴う大幅な売

上高の減少、また、企画・販売代理事業については継続

した販売力強化策の実施による生産性の向上が見られ、

前連結会計年度に比して、売上高は増加いたしました

が、全国的な拡大戦略推進の中、販売費及び一般管理費

は横ばいとなり、営業活動において収益を確保するには

至らず、当社グループとして営業損失470,815千円を計上

いたしました。また、企画・販売代理事業における事業

再構築の一環として実施した本社及び各支店・営業所の

閉鎖及び移転に伴う費用の先行計上等により706,716千円

の当期純損失を計上し、平成20年３月期末の純資産額が

147,448千円となり、期首時点の純資産額から著しく低下

しております。 

  このような状況の中、平成20年５月末日を返済期日と

していた借入金88,400千円について、前述「本社及び各

支店・営業所の閉鎖及び移転」に伴う一時的な支出の増

加等から、支払を遅延しておりましたが、定期預金の解

約等により、平成20年６月中に返済し延滞状況を解消し

ております。しかしながら、不動産流動化事業における

物件担保による一年内返済予定長期借入金1,812,778千円

の返済が平成20年９月末日に予定されており、物件の売

却等による資金の確保又は借換の実施等が行えなかった

場合、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  これらの結果、当該状況により継続企業の前提に重要

な疑義が生じております。 このような状況を受けて、当

社グループでは当該状況を解消すべく事業再構築に向け

た施策を実施し、収益及び財務構造の改善を推進してお

ります。 

  事業再構築と当該状況を解消する具体的な内容とし

て、下記の施策を展開してまいります。 

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、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組織・給与・人員体制

への移行によるコスト管理の強化と固定経費及び販売管

理費の圧縮を図ってまいります。 また、昨今の不動産不

況の中で、デベロッパー各社は販売用マンション在庫の

増加と、その早期処理が課題となっており、当社の人員

をより有効活用して企画・販売代理事業の効率性の向上

と人件費における収益率の改善を図ってまいります。 

  加えて、少額投資による回転率の高い事業である住宅

流通事業における戸建分譲事業の積極展開は、当社の現

状の資金繰りにおいて短期で投資と回収を図ることがで

き、マンション販売代理事業との補完性を追及し、収益

の改善を図ってまいります。    

 当社グループは、当連結会計年度におきまして、厳し

い事業環境が続いた結果、営業利益38,462千円を計上し

たものの、経常損失81,076千円を計上し、当連結会計年

度末における純資産は756,246千円の債務超過状況となっ

ております。  

 また、当連結会計年度末におきましては、運転資金と

して使用する目的で発行した社債72,500千円については

延滞が発生している状況となっております。平成21年５

月15日時点におきましては、社債70,000千円が遅滞状態

となっており、支払いの遅延の状況を完全に解消するに

至っておりません。当該状況により、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

 連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消

すべく、主幹事業であります企画・販売代理事業におき

ましては、機動的な施策をもって着実に収益を積み上げ

一定の利益を創出できる事業モデルを再構築することを

重要課題として取り組んでまいる所存であります。ま

た、資金調達につきましては、新株予約権の割当等によ

り段階的に資金調達を行うことを予定しており、当該資

金調達により有利子負債を直接的に圧縮し、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。 

 しかし、これらの対応策に関して、営業施策面におい

ては不動産市況の影響、また資金調達面においては株式

市場並びに当社株価等の状況に影響されるため、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。 

 なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

連結財務諸表に反映しておりません。   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

       



  

  

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日）   

② 不動産流動化事業の資金化 

  当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による

収益の安定化と借入金返済による財務体質の改善、特

に、当社の大型開発プロジェクトを来期中に売却もしく

は不動産市況に応じた金融機関との協調による保有継

続、又はアライアンスの強化を通じた共同開発等によ

り、更なる価値の向上を図ってまいります。 

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 

  保有している販売用不動産の売却等による保有資産の

オフバランス化とその資金化による収益の安定化と借入

金返済による財務体質の改善を図ってまいります。 

④ 財務戦略による資金調達 

  新規ファイナンスによる資金調達の実施を図ってまい

ります。早期にさまざまな資金調達方法により資金の調

達を実施し、借入金の返済や運転資金への充当、そして

純資産の改善を図ってまいります。  

  上記の事業再構築に向けた施策を確実に遂行すること

により、早期の収益性改善と資金の安定化が図られ、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、財務諸表等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財務諸表等には反

映しておりません。 

  



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数     １社 

連結子会社の名称 

㈱サプリメントサービス  

(1）連結子会社の数     １社 

連結子会社の名称 

㈱サプリメントサービス  

  (2）非連結子会社の数    －社 (2）非連結子会社の数    －社 

２ 持分法の適用に関する事項  非連結子会社又は関連会社がないた

め、該当事項はありません。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① たな卸資産 

販売用不動産 

    個別法による原価法によってお

ります。 

 なお、一部の販売用不動産につ

いては、固定資産の減価償却の方

法と同様の方法により、減価償却

を行っております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① たな卸資産 

販売用不動産 

 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り下げの

方法）によっております。  

  

（会計方針の変更） 

通常の販売目的で保有するたな卸

資産については、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。 

 これにより、営業利益が

1,096,000千円増加し、経常損失も

同額減少しております。また、税

金等調整前当期純損失は110,000千

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。 

  ② 有価証券 

その他有価証券 

② 有価証券 

その他有価証券 

  時価のないもの 

     移動平均法による原価法によ

っております。  

 なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

については、組合契約に規定さ

れている決算報告書に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によ

っております。 

  ③ デリバティブ 

 時価法によっております。 

③ デリバティブ 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によってお

ります。 

  

（会計方針の変更）  

当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であり

ます。 

  

（追加情報）  

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。 

同左  

  

  

  

  

――――――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――――――  

  

  

  

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によって

おります。 

――――――――――  

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  

  

  

  

③ リース資産 

 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。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (3）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり、

定額法により償却しております。平

成18年３月31日までに発生した社債

発行費につきましては、３年間で毎

期均等額を償却しております。 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左  

  (4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 期末債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、当期末に在籍している従業員に

係る支給見込額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 親会社は従業員の退職給付に備え

るため、「退職給付会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第13

号）に定める簡便法に基づき会社規

程による期末自己都合要支給額を計

上しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  (5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。 

――――――――――  

  

  

  

  

  

  



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 リスク管理方針に従って、以下の

条件を満たす金利スワップを締結し

ております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期

借入金の元本額が一致している。 

  

  Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契

約期間及び満期が一致している。 

  

  Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデ

ックスと金利スワップで受払いさ

れる変動金利のインデックスが

TIBORで一致している。 

  

  Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金

利改定条件が一致している。 

  

  Ⅴ 金利スワップの受払条件がスワ

ップ期間を通して一定である。 

  

   従って、金利スワップの特例処

理の要件を満たしているので有効

性の評価を省略しております。 

  

  (7）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び 

負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、部分時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれん償却

に関する事項 

 負ののれん償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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））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、当連結会計年度において、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、経常損失及び税金等調整前当期純損失には影響ありま

せん。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

――――――――――  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 （連結貸借対照表） 

  １  流動資産の「仮払金」は、前連結会計年度まで「そ 

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれており

ます「仮払金」は1,185千円であります。  

  

 ２ 固定資産の「会員権」は、前連結会計年度まで「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれており

ます「会員権」は9,832千円であります。  

  

 ３ 流動負債の「前受金」は、前連結会計年度まで「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、負債及び純資産の合計額の100分の１を超

えたため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれており

ます「前受金」は32,927千円であります。 

  

４ 流動負債の「未払消費税」は、前連結会計年度まで

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、負債及び純資産の合計額の100分の１

を超えたため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれており

ます「未払消費税」は2,699千円であります。 



  

  

  

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）   

 投資活動によるキャッシュ・フローの「保険解約によ

る収入」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「保険解約による収入」は747千円であります。 

   

（連結キャッシュ・フロー計算書）    

営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「前受金の増減額(△は減少)」は15,750千円でありま

す。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

※１ 担保資産 

 担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。 

※１ 担保資産 

 担保として抵当に供している資産及び対応する債務

は以下のとおりであります。 

 ① 担保として抵当に供している資産 

たな卸資産 4,787,969千円 

 ① 担保として抵当に供している資産 

  

たな卸資産          581,018千円  

固定資産 80,982千円  

合計 662,001千円  

② 対応する債務 ② 対応する債務 

  

  

  

――――――――――  

  

  

  

  

短期借入金 702,000千円 

一年内返済予定長期借入金 1,961,497千円 

長期借入金 1,733,624千円 

合計  4,397,121千円 

  

 ※２ たな卸資産 

  

短期借入金        399,157千円 

一年内返済予定長期借入金          60,800千円 

長期借入金          469,150千円 

一年内償還予定社債 100,000千円 

社債 100,000千円 

合計          1,129,107千円 

 販売用不動産 581,018千円 

 貯蔵品 158千円 

 合計 581,177千円 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 売上原価 

企画不動産販売事業において、翌連結会計年度に損

失が見込まれる可能性がある164,643千円を評価損と

して計上しております。 

※１      ――――――――――  
  
  
  
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当 723,191千円

賞与引当金繰入額 30,647千円

退職給付費用 17,535千円

給与手当     410,377千円

支払手数料 127,894千円

退職給付費用     7,834千円

貸倒引当金繰入額 3,842千円

 ※３ 設立前の会社に対する払込金について、設立の見送

りにより回収可能性を再度検討した結果、回収不能見

込額を計上しております。 

 ※３      ――――――――――  

※４ 固定資産除却損の内容は、工具器具及び備品77千円

であります。 

※４ 固定資産除却損の内容は、工具器具及び備品6,660

千円であります。 

※５ 特別退職加算金は、平成20年３月21日付の取締役会

において決議し、平成20年４月８日に確定いたしまし

た希望退職者に対する退職加算金であります。 

※５ 特別退職加算金は、平成20年４月８日に確定した希

望退職に対する支出のうち、当連結会計年度に係る支

出及び前連結会計年度における見積もり計上額の不足

分であります。 



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※６ 当連結会計年度において、以下のとおり減損損失を

計上いたしました。 

① 減損損失を計上した資産グループの概要 

場所 用途 種類 

大阪市淀川区  本社事務所設備  建物附属設備 

東京都文京区 東京支店事務所設備  建物附属設備 

福岡市中央区 福岡支店事務所設備  建物附属設備 

広島市中区  広島営業所事務所設備  建物附属設備 

※６ 当連結会計年度において下記のとおり減損損失を計

上いたしました。    

① 減損損失を計上した資産グループの概要 

 連結子会社である株式会社サプリメントサービス

の「その他事業」に係るソフトウェアについて、減

損損失を計上しております。 

  

② 減損損失の認識に至った経緯 

 当連結会計年度において、当該事業の収益性が著

しく悪化しております。それに伴い将来の収益性を

鑑み、当連結会計年度末において、当該資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減少し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上したものであります。 

  

③ 減損損失の金額  

ソフトウェア 6,760千円 

② 減損損失の認識に至った経緯 

事業再構築の一環として、平成20年３月21日付の

取締役会において、本社及び東京支店の事務所移転

並びに福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖を決議

いたしました。これに伴い、処分を予定している資

産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上したも

のであります。 

  

④ 資産グルーピングの方法 

 連結子会社であるサプリメントサービスは、管理

会計上の区分であり、独立してキャッシュ・フロー

を生み出す 小の単位でもある事業の種類別セグメ

ント固有の資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

  

⑤回収可能価額の算定方法 

 当資産グループの回収可能価額は、使用価値及び

正味売却価値により測定しております。  

   

③ 減損損失の金額 

建物附属設備  22,398千円 

  

  

   ④ 資産のグルーピングの方法 

当社グループは、管理会計上の区分であり、独立

してキャッシュ・フローを生み出す 小の単位でも

ある事業所ごとにグルーピングを行っております。

 なお、処分予定資産については資産の種類ごとに

グルーピングを行っております。 

  

   ⑤ 回収可能価額の算定方法 

当資産グループの回収可能価額は、使用価値及

び正味売却価値により測定しておりますが、移転

又は閉鎖により、将来の使用見込がなく、廃棄を

予定しているため回収可能価額はないものとして

評価しております。 

  

※７ 事務所移転損失は、本社及び東京支店の移転並びに

福岡支店の閉鎖に伴う原状回復費用であります。 

※７ 事務所移転損失は、本社及び東京支店の移転に伴う

作業代等であります。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

 普通株式  79,665  －  －  79,665

合計  79,665  －  －  79,665

自己株式                        

普通株式  960  －  －  960

合計  960  －  －  960

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  26,287  334 平成19年３月31日 平成19年６月29日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

 普通株式 79,665 800,000  －  879,665 

合計 79,665  800,000  －  879,665 

自己株式         

普通株式 960 － － 960 

合計 960  －  －  960 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日）

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日）

  

現金及び預金勘定 266,068千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,200千円

現金及び現金同等物 245,867千円

現金及び預金勘定      46,257千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       －

現金及び現金同等物    46,257千円



前連結会計年度末（平成20年３月31日現在） 

１ 時価評価されていない有価証券 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

当連結会計年度末（平成21年３月31日現在） 

１ 時価評価されていない有価証券 

 ※ 前連結会計年度において、投資事業組合有限責任組合に分類しておりました有価証券につきましては、当該責

任組合を脱退したことに伴い、非上場株式の直接保有へと変更しております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（有価証券関係）

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券      

① 非上場株式  18,500

② 投資事業有限責任組合  21,823

合計  40,323

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 49,279  －  －

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

① 非上場株式 18,798 

② 投資事業有限責任組合 － 

合計 18,798 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

4,465 － 2,365 



１ 取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容及び取引の利用目的 

 当社の利用しているデリバティブ取引は金利オプショ

ン取引（金利キャップ取引）及び金利スワップ取引であ

ります。 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。 

 また、変動金利の借入金の調達資金を固定金利の借入

金の資金調達に換えるため、金利スワップ取引を行って

おり、原則として繰延ヘッジ処理によっております。但

し、金利スワップについては、特例処理を行っておりま

す。 

(1）取引の内容及び取引の利用目的 

同左 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）    （ヘッジ対象） 

金利スワップ      借入金の利息 

  

② ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

  

③ ヘッジの有効性評価の方法 

 リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利

スワップを締結しております。 

Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本が

一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期

が一致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデックスと金利ス

ワップで受払いされる変動金利のインデックス

が、TIBORで一致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一

致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払条件がスワップ期間を通し

て一定である。 

 従って、金利スワップの特例処理の要件を満た

しているので有効性の評価を省略しております。

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引に係るリスクの内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、市場金利の

変動によるリスクを有しております。 

(3）取引に係るリスクの内容 

同左 

(4）取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ契約の新規締結の際には、代表取締役及

び経営管理本部長の承認を受けております。またデリバ

ティブ取引の状況については、逐次担当者より経営管理

本部長へ報告され、経営管理本部長より代表取締役に月

次決算資料と共に報告されることになっております。 

(4）取引に係るリスク管理体制 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。  

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。 

なお、前連結会計年度において行っていた金利スワップ取引につきましては、当連結会計年度においてそ

の全てを解約しております。 

  

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 親会社の退職給付制度は、退職一時金のみであり、企

業年金制度は採用しておりません。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 61,012千円

退職給付引当金 61,012千円

退職給付債務 45,838千円

退職給付引当金       45,838千円

 親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。 

 なお、希望退職募集による退職金及び退職加算金

27,396千円については、未払金に含めて表示しておりま

す。 

 親会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用

しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用     17,535千円

退職給付費用       17,535千円

勤務費用  8,415千円

退職給付費用     8,415千円

 親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。 

 なお、上記退職給付費用以外に退職加算金9,336千円

を特別損失に「特別退職加算金」として計上しておりま

す。 

 親会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用

しております。 

 なお、上記退職給付費用以外に退職加算金1,388千円

を特別損失に「特別退職加算金」として計上しておりま

す。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 親会社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等

について記載しておりません。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

該当事項はありません。  

  

 リース取引関係、税効果会計関係、ストック・オプション等関係に関する注記事項につきましては、決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

   

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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。 

 当連結会計年度において、既存事業であるインテリアプランニング事業については撤退し、新規事業であ

る不動産広告事業に移管しておりますが、当該事業は重要性が乏しいため「その他事業」として区分してお

ります。なお、当連結会計年度において、その他事業に含まれるインテリアプランニング事業は、売上高27

千円（セグメント間の内部売上5,000千円）、営業費用7,025千円、営業損失△1,997千円、資産－千円、減

価償却費－千円、減損損失－千円、資本的支出－千円であります。 

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…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等 

(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、594,969千円であり、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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、456,545千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減損損失（22,398千円）は、本社及び東京支店の事務所移転、福岡支店及び広島営業所の事務所閉鎖に伴う

ものであります。 

（企業結合等関係）

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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 売上高及び営業損益                                          

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  880,777 1,974,355 551,140 24,533 668  3,431,475 － 3,431,475

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － 29,969 5,000  34,969 （34,969)  －

計  880,777 1,974,355 551,140 54,502 5,668  3,466,444 (34,969)  3,431,475

営業費用  1,124,663 1,363,695 762,632 72,158 19,142  3,342,290 559,999 3,902,290

営業利益又は営業損失

（△） 
 △243,885 610,660 △211,491 △17,655 △13,473  124,153 (594,969)  △470,815

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
                                         

  資産  290,369 4,256,927 691,563 15,113 9,422  5,263,396 444,831 5,708,228

減価償却費  5,082 1,732 204 52 325  7,398 3,139 10,537

減損損失  12,506 1,669 － － －  14,175 8,222 22,398

資本的支出  1,489 105 60 － 8,818  10,473 2,884 13,357



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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…主に不動産投資事業、アセットマネジメント事業及び不動産流動化に関するコンサル

ティング事業等 

(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、460,652千円であり、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 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、151,802千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産、長期投資資金及び管理部門に係る資産等であります。 

 ５ 減損損失（6,760千円）は、その他事業におけるソフトウェアの収益性が著しく悪化したことに伴うもので

あります。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当連結会計年度において、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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度において、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。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  
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 売上高及び営業損益                

売上高                

(1）外部顧客に対する売上高     482,690 2,943,565     882,424     112,471     9,265 4,430,416 － 4,430,416

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － 59,630 411 60,041 (60,041) －

計     482,690 2,943,565 882,424 172,101 9,676 4,490,458 (60,041) 4,430,416

営業費用     518,212 2,497,605 757,069 179,262 39,192 3,991,342 400,610 4,391,953

営業利益又は営業損失

（△） 
△35,522 445,960 125,354 △7,161 △29,515 499,115 (460,652) 38,462

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

損失及び資本的支出 
                                       

  資産 106,765 670,447 427 1,345 762 779,749 151,176  930,926 

減価償却費   2,245    1,554     89     189     1,877 5,957 3,960 9,918

減損損失 － － － － 6,760 6,760 － 6,760

資本的支出    7,464 597 298 1,005 603 9,968 12,655 22,624

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 この結果、従来の開示対象に加えて、当社役員と連結子会社との取引が開示対象に追加されております。  

 （1）親会社及び法人主要株主等 

(注)１ 新株式の発行は、平成20年11月13日にOVE第２号投資事業組合に対して行った、第三者割当の方法によ

る新株式の発行によるものであります。なお、当該新株式の発行は、当社に対する貸付債権60,000千円を

現物出資する方法により行われております。 

２ 新株予約権の引受は、第１回株式会社セイクレスト新株予約権（発行価額 750千円）及び第２回株式

会社セイクレスト新株予約権（発行価額 1,700千円）の合計額であります。 

３ 新株予約権の行使は、第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使によるものであります。 

   

（2）役員及び個人主要株主 

（注）１ 上記被債務保証は、短期借入金22,500千円、長期借入金40,435千円に対するものであります。なお、

保証料等は支払っておりません。 

２ 斉須繁雄氏につきましては、平成21年２月20日から平成21年３月６日までの期間において当社の主要

株主でしたが、当連結会計年度末現在において当社の主要株主ではありません。なお、上記支払利息の

計上額は、斉須氏が主要株主であった期間を含む、上記社債の起債日（平成20年11月５日）から当連結

会計年度末までについて記載しております。 

（関連当事者情報）

 属性 
 会社等の名

称  
 住所  

資本金又

は出資金 

(百万円) 

 事業の内

容又は職

業 

  議決権の

所有（被所

有）割合

（％）  

 関連当事者との

関係 
 取引の内容  

 取引金額 

(百万円) 
 科目  

 期末残高 

(百万円) 

その他の

関係会

社  

OVE第２号投

資事業組合  

東京都

中央区  
 402 投資業  

(被所有)  

直接 28.45
― 

新株式の発行 60 ― ― 

新株予約権の

引受 
 2 ― ― 

 新株予約権の

行使 
 260 ― ― 

 属性 氏名  住所  

資本金又

は出資金 

(百万円)  

 事業の

内容又は

職業 

 議決権の所

有（被所

有）割合 

（％）  

 関連当事者との

関係 
 取の内容  

 取引金額 

(百万円)  
 科目  

 期末残高 

(百万円) 

 役員 

  

 青木 勝稔 

  

― 

  

― 

  

当社代表

取締役  

  

(被所有)  

 直接2.46 

  

― 

  

被債務保証 

  

95 

  ― 66 

主要株主  

  

 斉須 繁雄 

  

― 

  

― 

  

 歯科医 

  

(被所有)  

 直接 3.98

  

― 

  

当社社債の引

受 

  

 32 

  
社債  32 

利息の支払 1  ― ― 



３ 取引条件及び取引条件の決定方針 

  上記社債の利率は12％であります。当該利率については、金融市場からの資金調達が非常に困難な中

において、取引時点における経済市況等を勘案の上、決定しております。 



 （注） 算定上の基礎 

  

     １ １株当たり純資産額 

    ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,867円56銭

１株当たり当期純損失 8,979円30銭

１株当たり純資産額      △861円95銭

１株当たり当期純損失      5,256円90銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は１株当たり当期純損失であり、かつ、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は１株当たり当期純損失であり、かつ、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 項目 
前連結会計年度

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日現在） 

 連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円）  147,448 △756,246 

 普通株式に係る純資産額（千円）  146,986 △757,396 

  差額の内訳 

  少数株主持分（千円） 

  新株予約権（千円） 

 462 －  

－ 1,150 

普通株式の発行済株式数 （株）  79,665 879,665 

普通株式の自己株式数 （株）  960 960 

 １株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数 （株）  
 78,705 878,705 

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 連結損益計算書上の当期純利益又は 

 当期純損失（△）（千円） 
 △706,716 △1,225,682 

 普通株主に帰属しない金額（千円）  － － 

 普通株式に係る当期純利益又は 

 当期純損失（△）（千円） 
 △706,716 △1,225,682 

 普通株式の期中平均株式数（株）  78,705 233,157 



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――――――    平成21年４月６日及び平成21年４月７日に、第２回株

式会社セイクレスト新株予約権の行使が行われ、資本金及

び資本準備金が増加しております。 

 平成21年４月６日に行使された当該予約権は３個であ

り、これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ15,075千

円増加しております。また、発行済株式総数は75,000株増

加し、954,665株となっております。  

 平成21年４月７日に行使された当該新株予約権は５個で

あり、これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ25,125

千円増加しております。また、発行済株式総数は125,000

株増加し、1,079,665株となっております。  

 なお、当該新株予約権の概要は次のとおりであります。

  

第２回株式会社セイクレスト新株予約権 

（平成20年10月24日 取締役会決議）  

  

新株予約権の数（個） 34  

新株予約権のうち自己新株

予約権の数（個） 
― 

新株予約権の目的となる株

式の種類 

普通株式 

なお、当社は単元株制度

を採用しておりません。 

新株予約権の目的となる株

式の数（株） 
850,000 

新株予約権の行使時の払込

金額（円） 
400 

新株予約権の行使期間  
平成20年11月13日から 

平成21年６月12日まで  

新株予約権の行使により株

式を発行うる場合の株式の

発行価格及び資本組入額

（円） 

発行価額    400 

資本組入額  200 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使

はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する

事項 

新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承

認を要するものとする。

新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承

認を要するものとする。 

代用払込に関する事項 ― 

組織再編行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項 
― 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 253,741 29,696

売掛金 167,785 76,653

販売用不動産 4,835,363 581,018

貯蔵品 854 158

前渡金 10,395 －

前払費用 22,395 2,883

未収還付法人税等 31,570 －

仮払金 － 34,023

その他 62,243 9,520

貸倒引当金 △50,302 △3,139

流動資産合計 5,334,047 730,814

固定資産   

有形固定資産   

建物 87,296 73,927

減価償却累計額 △22,546 △6,696

建物（純額） 64,749 67,230

工具、器具及び備品 22,788 14,138

減価償却累計額 △12,922 △7,798

工具、器具及び備品（純額） 9,865 6,340

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 92,222 91,178

無形固定資産   

ソフトウエア 6,709 14,301

電話加入権 810 810

無形固定資産合計 7,519 15,111

投資その他の資産   

投資有価証券 40,323 18,798

関係会社株式 17,920 －

破産更生債権等 2,749 53,612

長期前払費用 3,397 3,246

差入保証金 142,201 21,499

保険積立金 3,936 3,476

会員権 9,832 9,832

その他 6,771 6,291

貸倒引当金 △7,031 △57,894

投資その他の資産合計 220,101 58,862

固定資産合計 319,843 165,153



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産   

社債発行費 7,223 4,854

繰延資産合計 7,223 4,854

資産合計 5,661,114 900,822

負債の部   

流動負債   

短期借入金 902,000 421,621

1年内返済予定の長期借入金 1,994,297 60,800

1年内償還予定の社債 110,000 172,000

未払金 122,636 104,706

未払費用 9,023 8,031

未払消費税等 756 38,670

未払法人税等 － 1,693

前受金 32,751 11,273

預り金 41,105 18,072

賞与引当金 28,045 －

預り保証金 136,362 105,500

その他 564 3,067

流動負債合計 3,377,543 945,436

固定負債   

社債 340,000 160,000

長期借入金 1,733,624 469,150

退職給付引当金 61,012 45,838

その他 350 450

固定負債合計 2,134,986 675,438

負債合計 5,512,529 1,620,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 399,160 559,810

資本剰余金   

資本準備金 112,840 273,490

資本剰余金合計 112,840 273,490

利益剰余金   

利益準備金 8,000 8,000

その他利益剰余金   

別途積立金 50,000 50,000

繰越利益剰余金 △385,428 △1,576,516

利益剰余金合計 △327,428 △1,518,516

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 148,585 △721,202



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

新株予約権 － 1,150

純資産合計 148,585 △720,052

負債純資産合計 5,661,114 900,822



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

受取手数料 840,064 483,563

商品売上高 14 －

不動産流動化事業収入 1,974,355 2,944,135

不動産販売高 551,011 879,124

売上高合計 3,365,445 4,306,823

売上原価   

販売手数料 44,245 3,352

商品売上原価 11 －

不動産流動化事業原価 1,185,984 2,418,595

不動産販売原価 712,287 689,212

売上原価合計 1,942,529 3,111,159

売上総利益 1,422,916 1,195,663

販売費及び一般管理費 1,877,383 1,111,358

営業利益又は営業損失（△） △454,467 84,304

営業外収益   

受取利息 2,302 192

保険解約返戻金 21,651 910

保険取扱事務手数料 595 101

法人税等還付加算金 － 1,345

雑収入 255 266

営業外収益合計 24,804 2,815

営業外費用   

支払利息 149,955 80,327

社債利息 6,082 6,350

投資事業組合運用損 7,028 －

投資有価証券売却損 － 2,365

社債発行費償却 3,336 2,369

貸倒引当金繰入額 50,000 －

支払手数料 45,577 26,740

雑損失 4,556 3,725

営業外費用合計 266,537 121,878

経常損失（△） △696,200 △34,758

特別利益   

貸倒引当金戻入額 79,920 －

賞与引当金戻入額 － 22,156

償却債権取立益 － 2,236

受取和解金 － 75,000

その他 － 5,200

特別利益合計 79,920 104,592



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 77 6,452

関係会社株式評価損 16,868 17,920

たな卸資産評価損 － 1,206,000

投資有価証券評価損 － 17,059

特別退職加算金 9,336 1,388

減損損失 22,398 －

事務所移転損失 40,800 7,545

その他 － 3,934

特別損失合計 89,480 1,260,300

税引前当期純損失（△） △705,760 △1,190,465

法人税、住民税及び事業税 1,638 621

法人税等調整額 △109 －

法人税等合計 1,529 621

当期純損失（△） △707,289 △1,191,087



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 399,160 399,160

当期変動額   

新株の発行 － 30,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 130,650

当期変動額合計 － 160,650

当期末残高 399,160 559,810

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 112,840 112,840

当期変動額   

新株の発行 － 30,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 130,650

当期変動額合計 － 160,650

当期末残高 112,840 273,490

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,000 8,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,000 8,000

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 159 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △159 －

当期変動額合計 △159 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,000 50,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 347,988 △385,428

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 159 －

剰余金の配当 △26,287 －

当期純損失（△） △707,289 △1,191,087



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △733,417 △1,191,087

当期末残高 △385,428 △1,576,516

利益剰余金合計   

前期末残高 406,148 △327,428

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △26,287 －

当期純損失（△） △707,289 △1,191,087

当期変動額合計 △733,577 △1,191,087

当期末残高 △327,428 △1,518,516

自己株式   

前期末残高 △35,986 △35,986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △35,986 △35,986

株主資本合計   

前期末残高 882,162 148,585

当期変動額   

剰余金の配当 △26,287 －

当期純損失（△） △707,289 △1,191,087

新株の発行 － 60,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 261,300

当期変動額合計 △733,577 △869,787

当期末残高 148,585 △721,202

新株予約権   

前期末残高  －

当期変動額   

新株予約権の発行 － 2,450

新株の発行（新株予約権の行使） － △1,300

当期変動額合計 － 1,150

当期末残高 － 1,150



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 882,162 148,585

当期変動額   

当期純損失（△） △707,289 △1,191,087

新株の発行 － 60,000

新株の発行（新株予約権の行使） － 260,000

新株予約権の発行 － 2,450

剰余金の配当 △26,287 －

当期変動額合計 △733,577 △868,637

当期末残高 148,585 △720,052



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

第18期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

第19期 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 当社は、当事業年度において、不動産流動化事業におけ

る物件売却のずれ込み等に伴う大幅な売上高の減少、ま

た、企画・販売代理事業については継続した販売力強化策

の実施による生産性の向上が見られ、前事業年度に比し

て、売上高は増加いたしましたが、全国的な拡大戦略推進

の中、販売費及び一般管理費は横ばいとなり、営業活動に

おいて収益を確保するには至らず、全社として営業損失

454,467千円を計上いたしました。また、企画・販売代理

事業における事業再構築の一環として実施した本社及び各

支店・営業所の閉鎖及び移転に伴う費用の先行計上等によ

り707,289千円の当期純損失を計上し、平成20年３月期末

の純資産額が148,585千円となり、期首時点の純資産額か

ら著しく低下しております。 

  このような状況の中、平成20年５月末日を返済期日とし

ていた借入金88,400千円について、前述「本社及び各支

店・営業所の閉鎖及び移転」に伴う一時的な支出の増加等

から、支払を遅延しておりましたが、定期預金の解約等に

より、平成20年６月中に返済し延滞状況を解消しておりま

す。しかしながら、不動産流動化事業における物件担保に

よる一年内返済予定長期借入金1,812,778千円の返済が平

成20年９月末日に予定されており、物件の売却等による資

金の確保又は借換の実施等が行えなかった場合、当社の業

績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

  これらの結果、当該状況により継続企業の前提に重要な

疑義が生じております。 

  このような状況を受けて、当社では当該状況を解消すべ

く事業再構築に向けた施策を実施し、収益及び財務構造の

改善を推進しております。 事業再構築と当該状況を解消

する具体的な内容として、下記の施策を展開してまいりま

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、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組織・給与・人員体制への移行

によるコスト管理の強化と固定経費及び販売管理費の圧縮

を図ってまいります。 また、昨今の不動産不況の中で、

デベロッパー各社は販売用マンション在庫の増加と、その

早期処理が課題となっており、当社の人員をより有効活用

して企画・販売代理事業の効率性の向上と人件費における

収益率の改善を図ってまいります。 加えて、少額投資に

よる回転率の高い事業である住宅流通事業における戸建分

譲事業の積極展開は、当社の現状の資金繰りにおいて短期

で投資と回収を図ることができ、マンション販売代理事業

との補完性を追及し、収益の改善を図ってまいります。  

 当社は、当事業年度におきまして、厳しい事業環境が続

いた結果、営業利益84,304千円を計上したものの、経常損

失34,758千円を計上し、当事業年度末における純資産は

720,052千円の債務超過状況となっております。 

 また、当事業年度末におきましては、運転資金として使

用する目的で発行した社債72,500千円については延滞が発

生している状況となっております。平成21年５月15日時点

におきましては、社債70,000千円が遅滞状態となってお

り、支払いの遅延の状況を完全に解消するに至っておりま

せん。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しています。 

 当社は、当該状況を解消すべく、主幹事業であります企

画・販売代理事業におきましては、機動的な施策をもって

着実に収益を積み上げ一定の利益を創出できる事業モデル

を再構築することを 重要課題として取り組んでまいる所

存であります。また、資金調達につきましては、新株予約

権の割当等により段階的に資金調達を行うことを予定して

おり、当該資金調達により有利子負債を直接的に圧縮し、

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。         

 しかし、これらの対応策に関して、営業施策面において

は不動産市況の影響、また資金調達面においては株式市場

並びに当社株価等の状況に影響されるため、現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表

に反映しておりません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

    

   

    



  

  

第18期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

第19期 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

② 不動産流動化事業の資金化 

  当社保有の開発不動産のポートフォリオ再構築による収

益の安定化と借入金返済による財務体質の改善、特に、当

社の大型開発プロジェクトを来期中に売却もしくは不動産

市況に応じた金融機関との協調による保有継続、又はアラ

イアンスの強化を通じた共同開発等により、更なる価値の

向上を図ってまいります。 

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 

  保有している販売用不動産の売却等による保有資産のオ

フバランス化とその資金化による収益の安定化と借入金返

済による財務体質の改善を図ってまいります。 

④ 財務戦略による資金調達 

  新規ファイナンスによる資金調達の実施を図ってまいり

ます。早期にさまざまな資金調達方法により資金の調達を

実施し、借入金の返済や運転資金への充当、そして純資産

の改善を図ってまいります。   

 上記の事業再構築に向けた施策を確実に遂行することに

より、早期の収益性改善と資金の安定化が図られ、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、財務諸表等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財務諸表等には反映し

ておりません。 
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