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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

（注）1． 売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率でありますが、四半期連結財務諸表は 
     平成21年９月期より作成しておりますので、平成20年９月期第３四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
   ２．平成21年９月期第３四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。 
   ３． 平成20年９月期第３四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3四半期 10,329 △57.6 △2,982 ― △3,332 ― △3,395 ―

20年9月期第3四半期 24,371 ― 5,072 ― 4,543 ― 2,704 ―

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3四半期 △530.15 ―

20年9月期第3四半期 500.36 ―

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3四半期 13,273 677 5.1 105.73
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3四半期  677百万円 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、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 

（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3四半期 6,405,000株 20年9月期  6,405,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  ―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3四半期 6,405,000株 20年9月期第3四半期 5,405,000株
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    当第３四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世界的な金融危機の影響から厳しい経

   済環境が続いております。一部輸出や生産は在庫の調整圧力の減衰などから下げ止まりつつあるものの、企業収益

   や民間設備投資は減少し、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷をはじめとした景気の先行き不安は払拭されておら

   ず、金融危機に伴う経済の萎縮は、未だ世界的な規模で悪循環をもたらしており、この状況を打開するための経済

   対策が進められております。 

   当社グループの属する不動産業界を取り巻く環境は、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。また分譲マンション市場においては住宅ローン減税の継続、贈与税の軽減措置や長期優良住宅への投

   資減税など住宅取得を優遇する政策が打ち出されておりますが、雇用情勢や所得環境の悪化から購入に対しては慎

   重な姿勢が続いております。またオフィス・商業施設では、オフィス賃料の低下や空室率の上昇など、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３四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

   あることから、将来の在庫リスクの解消を目的に、開発中の２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。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、本社移転、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３四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。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高10,329百万円（前年同期比：

57.6％減）、営業損失2,982百万円（前年同期：営業利益5,072百万円）、経常損失3,332百万円（前年同期：経常利

益4,543百万円）、四半期純損失3,395百万円（前年同期：四半期純利益2,704百万円）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３四半期連結累計期間における不動産開発事業の売上高は8,710百万円（前年同期比：62.9％減）、営業損失

1,965百万円（前年同期：営業利益5,584百万円）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、「アスコットパーク日本橋浜町BISIKI」、「イーストコア曳舟一番館」等

の分譲引渡を行いました。当社グループは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５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３四半期

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３四半期連結累計期間の売上高は6,881百万円（前年同期比：302.5％増）、営業損失は170百万

円（前年同期：営業利益197百万円）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３四半期連

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３四半期連結累計期間の売上高は1,828百万円（前年同期比：91.6％減）、営業損失は1,795百万

円（前年同期：営業利益5,386百万円）となりました。 

  

（ソリューション事業） 

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
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当第３四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1,579百万円（前年同期比：90.4％増）、営業

損失は647百万円（前年同期：営業利益139百万円）となりました。 

販売用不動産に計上の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３四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３四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は、他社が組成した不動産ファンドからの分配金

等の収受はなく計上はありませんでした（前年同期：売上高５百万円）。また、営業損失は34百万円（前年同期：営

業損失５百万円）となりました。 

  

（その他事業） 

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３四半期連結累計期間の売上高は40百万円（前年同期比：27.1％減）、営業損失は14百万円（前年

同期：営業利益４百万円）となりました。 

なお、第２四半期決算短信に記載しましたとおり、不動産管理事業をその他事業に改称しております。 

  

  

（1）資産  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は13,273百万円（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13,837百万円の減少となりました。 

流動資産は11,286百万円（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13,510百万円

の減少となりました。主な要因として、支払手形及び買掛金の返済等により現金及び預金が1,119百万円減少、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3,784百万円、仕掛販売用不動産が6,714百万円、未成業務支出金が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、11,599百万円減少し10,798百万円となりました。 

固定資産は1,986百万円（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327百万円の減

少となりました。主な要因として、本店移転に伴う固定資産の除却により有形固定資産が80百万円減少、投資有価

証券の売却等により投資その他の資産が243百万円減少したこと等によります。 

      

  （2）負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債は12,595百万円（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10,415百万円の減少となりました。 

流動負債は11,617百万円（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5,997百万円

の減少となりました。主な要因として、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2,084百

万円、前受金が1,388百万円、有利子負債残高の圧縮の施策により短期借入金が2,492百万円減少したこと等により

ます。 

  固定負債は978百万円（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4,417百万円の減

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及び１年以内返済予定長期借入金への振替により

長期借入金が4,330百万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、6,509百万円

減少し11,136百万円となりました。 

  

  （3）純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は677百万円（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3,422百万円の減少となりました。主な要因として、四半期純損失の計上により利益剰余金が3,395百万

円減少、投資有価証券の売却に伴いその他有価証券評価差額金が20百万円減少したこと等によります。 

  

  （4）キャッシュ・フローの状況 

     当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は249百万円（前連結会計年度末1,369百万円）

２．連結財政状態に関する定性的情報
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となり、前連結会計年度末と比較して1,120百万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5,203百万円となりました。主な減少要因として、税金等調整前四半期純損失

3,009百万円の計上、仕入債務において共同開発事業を中止したことにより1,934百万円減少、前受金において分譲

引渡したことにより988百万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額と比較したうえで、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、未成業務支出金に計上の16物件を売却したことに伴いたな卸資産が8,941百万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185百万円となりました。主な増加要因として、投資有価証券の売却による収入

115百万円、その他の収入31百万円、敷金・保証金の払戻、預入の差額25百万円増加したこと等によります。 

    

（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6,509百万円となりました。主な減少要因として、不動産開発事業11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2,492百万円、長期借入金4,017百万円を返済し

たことによります。 

      

    平成21年４月15日付で発表しました連結業績予想の変更はありません。 

    連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況

の変化等により、予想数値と異なる場合があります。今後におきまして、連結業績予想数値修正の必要が生じた場

合は、適時適切に開示を行ってまいります。  

  

  

 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の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３四半期連結会計期間を含む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しております。な

お、法人税等調整額は「法人税等」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。 

  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（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
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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。 

  

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、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、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。 

 なお、この変更に伴い、営業損失及び経常損失は1,900百万円、税金等調整前四半期純損失は1,396百万円増加

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ようになったことに伴い、第

１四半期連結会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、リース契約日が会計基準適用初年度開始前のリース取引について、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。  
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当社グループが今後も継続企業として株主様をはじめとするステークホルダーの利益を高めるには、経営基盤

の強化、すなわち現在の脆弱ともいえる財務内容を補強し、かつ、将来収益源泉を獲得していくことが、当社グ

ループが当面果たすべき役割であると認識しております。このため、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おります。 

また、当社グループが行う不動産開発事業の分譲マンション開発は、各プロジェクトにつき平均20ヶ月の開発

期間を要しております。資金回収まで当社グループが安定的な経営を行っていくためには、不動産開発事業の分

譲マンション開発だけでは万全ではなく、仕入れにかかる支出が少なく、かつ、短期的に資金を回収することが

できる事業を展開していくことが必要であると考えております。この点につきまして当社グループは創業以来培

ってまいりました不動産開発事業における分譲マンション開発の開発ノウハウならびにスキルを活かし、市場に

ある優良で割安な分譲マンション等の在庫物件を仕入れ、物件によってはデザイン性や資産価値を付加し売却す

るリセール事業に進出することによって短期的な資金の確保を目指してまいる所存であります。 

さらに、当社連結子会社である株式会社アスコット・アセット・コンサルティング（平成21年８月１日付で株

式会社アスコットコミュニティから商号変更）と株式会社グローバル住販との資本提携により短期的あるいは中

期的な収益源泉を獲得してまいることにより、さらなる財務基盤の強化を図ってまいるものであります。 

中期経営計画（ASCOT REVIVAL-PLAN2011）における具体的な施策として、 

① 不動産投資市場における商品の流動性が市況に影響されやすい不動産開発事業の収益不動産開発から市

況の回復基調の兆しのある不動産開発事業の分譲マンション開発への経営資源の集中による資金効率の

大化を行い、事業ポートフォリオの 適化を図ること 

② 不動産開発事業の収益不動産開発プロジェクトの開発を一部凍結及び中止すること 

③ 当社グループの得意分野である不動産開発事業の分譲マンション開発における新規開発用地の取得につ

いては、東京都都心エリア以外について当面凍結すること 

④ 保有販売用不動産を早期に売却することによって金融機関等からのプロジェクト融資を返済し、資金効

率を改善すること 

⑤ ④による有利子負債の圧縮に伴い支払利息等金融費用を低減すること 

⑥ 取締役及び監査役の役員報酬減額を実施すること 

⑦ 不動産開発事業の分譲マンション開発に経営資源を集中することに伴い、事業規模に見合った組織及び

人員体制とするため、取締役数及び従業員数の削減を検討し実施すること 

⑧ ⑦に伴い事業所の縮小や支払報酬の見直しなど経常経費を削減すること 

などとともに、第三者割当増資等の直接金融を視野に入れたさまざまな資金調達の手法を検討し実行していくこ

とによって財務基盤の安定化を図るための施策を講じており、これらの具体的な状況については、次のとおりで

あります。  

  

（1）たな卸資産残高の推移について 

プロジェクト毎の収支やキャッシュ・フローを見直し、将来の資金繰りの安定化を図ることを目的として、

開発プロジェクトの地位譲渡ならびに保有物件の早期売却を実施しております。また、開発プロジェクトにつ

いては、着工時期の延期等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。以上

の結果、たな卸資産の推移は次のとおりとなっております。 

（４）継続企業の前提に関する重要事項等

  
前連結会計年度末

（平成20年 

 ９月30日現在）

当第１四半期末 

（平成20年 

12月31日現在）

当第２四半期末 

（平成21年 

３月31日現在）

当第３四半期末 

（平成21年 

６月30日現在）

たな卸資産合計 

残 高 （千円） 22,397,967 19,238,909 11,653,436 10,798,645 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 額
（千円） － △3,159,057 △10,744,530 △11,599,321 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 率
（%） － △14.1 △48.0 △51.8 
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（注）仕掛販売用不動産には、未成業務支出金が含まれております。  

  

（2）有利子負債残高の推移について  

たな卸資産を早期に売却することにより、有利子負債及び金融費用の圧縮を行っております。有利子負債残

高及び金融費用の推移は次のとおりとなっております。 

ⅰ）有利子負債残高 

  

ⅱ）支払利息 

（注）１．平成20年９月期は、四半期決算を行っておりませんので、各四半期の実績につきましては、四半期

レビューを受けておりません。 

２．各四半期の実績は、当該四半期連結累計期間から直前四半期連結累計期間の実績を減じた数値であ

ります。  

  

（3）役員報酬及び役員数について 

平成21年９月期において、役員報酬の減額を実施したほか、役員数を削減いたしました。具体的には、平成

20年９月期連結会計年度末に比べ平成21年６月30日現在では、取締役４名及び監査役１名が退任しておりま

す。各四半期連結会計期間の役員報酬及び役員数は次のとおりとなっており、各連結会計期間における期首か

  
前連結会計年度末

（平成20年 

 ９月30日現在）

当第１四半期末 

（平成20年 

12月31日現在）

当第２四半期末 

（平成21年 

３月31日現在）

当第３四半期末 

（平成21年 

６月30日現在）

販売用不動産 

残 高 （千円） 6,969,377 6,869,978 3,201,473 3,184,432 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 額
（千円） － △99,399 △3,767,903 △3,784,945 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 率
（%） － △1.4 △54.1 △54.3 

仕掛販売用不動産 

残 高 （千円） 15,428,590 12,368,931 8,451,963 7,614,213 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 額
（千円） － △3,059,658 △6,976,627 △7,814,376 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 率
（%） － △19.8 △45.2 △50.6 

  
前連結会計年度末

（平成20年 

９月30日現在）

当第１四半期末 

（平成20年 

12月31日現在）

当第２四半期末 

（平成21年 

３月31日現在）

当第３四半期末 

（平成21年 

６月30日現在）

残 高 （千円） 17,645,997 15,034,511 11,978,405 11,136,472 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 額
（千円） － △2,611,486 △5,667,592 △6,509,524 

前 連 結 会 計

年 度 末 増 減 率
（%） － △14.8 △32.1 △36.9 

期 内容 
第１四半期 

（10～12月）

第２四半期 

（１～３月）

第３四半期 

（４～６月）

第４四半期 

（７～９月） 

年間累計 

（10～９月）

H20/９期 

連  結 
支払利息  （千円） 176,852 171,050 142,647 140,991 631,541 

H21/９期 

連  結 

支払利息  （千円） 123,056 94,675 80,265 － 297,998 

前年同期 

増 減 額 
（千円） △53,795 △76,375 △62,381 － － 

前年同期比   （%） △30.4 △44.7 △43.7 － － 
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ら６月30日までの累計では、平成20年９月期に比べ、役員報酬額は46.9％減少しております。  

（注）１．役員数は、各四半期末時点の当社及び当社連結子会社の取締役及び監査役の人員数であります。な

お、当社と当社連結子会社を兼務している役員については当社連結子会社の役員数から控除してお

ります。 

２．平成20年９月期は、四半期決算を行っておりませんので、各四半期の実績につきましては、四半期

監査を受けておりません。 

３．各四半期の実績は、当該四半期連結累計期間から直前四半期連結累計期間の実績を減じた数値であ

ります。  

  

（4）その他の人件費について 

事業ポートフォリオの 適化を図るため、また、不動産開発事業の分譲マンション開発に経営資源を集中す

ることに伴い事業規模に見合った組織を再構築いたしました。その結果、各四半期連結会計期間の人件費は次

のとおり推移しており、各連結会計期間における期首から６月30日までの累計では、平成20年９月期に比べそ

の他の人件費は49.6％減少しております。なお、当該人件費には、役員報酬は含んでおりません。 

（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は期末人員を（ ）外書で記載しております。 

２．平成20年９月期は、四半期決算を行っておりませんので、各四半期の実績につきましては、四半期

レビューを受けておりません。 

３．各四半期の実績は、当該四半期連結累計期間から直前四半期連結累計期間の実績を減じた数値であ

ります。  

  

（5）その他経常経費について 

組織再編等に基づき、事業所の縮小や支払報酬の見直しなど経常経費の削減を随時行っております。 

事業所については、平成21年５月７日をもって本店を東京都新宿区西新宿から東京都新宿区荒木町へ移転を

行っており、一月当たりの賃料（共益費を含む）は、旧事業所と新事業所を比較した場合、旧事務所に比べ

81.4％の削減となっております。 

また、支払報酬については、次のとおりとなっております。 

期 内容 
第１四半期 

（10～12月）

第２四半期 

（１～３月）

第３四半期 

（４～６月）

第４四半期 

（７～９月） 

年間累計 

（10～９月）

H20/９期 

連  結 

役員報酬  （千円） 47,163 47,314 50,813 51,613 196,904 

役員数    （名） 11 11 12 12 －

H21/９期 

連  結 

役員報酬  （千円） 36,030 26,290 14,760 － 77,080 

前年同期 

増 減 額 
（千円） △11,133 △21,024 △36,053 － － 

前年同期比   （%） △23.6 △44.4 △71.0 － － 

役員数    （名） 12 8 7 － －

期 内容 
第１四半期 

（10～12月）

第２四半期 

（１～３月）

第３四半期 

（４～６月）

第４四半期 

（７～９月） 

年間累計 

（10～９月）

H20/９期 

連  結 

人件費   （千円）  151,974 138,408  130,886 137,587 558,856 

従業員数   （名） 70（19） 70（14） 70（12） 70（13） －

H21/９期 

連  結 

人件費   （千円） 111,143 65,566 35,533 － 212,243 

前年同期 

増 減 額 
（千円） △40,830 △72,841 △95,353 － － 

前年同期比   （%） △26.9 △52.6 △72.9 － － 

従業員数  （名） 67（1） 30（－） 21（－） －（－） －

㈱アスコット（3264）　平成21年9月期　第3四半期決算短信

－9－



（注）１．平成20年９月期は、四半期決算を行っておりませんので、各四半期の実績につきましては、四半期

レビューを受けておりません。 

２．各四半期の実績は、当該四半期連結累計期間から直前四半期連結累計期間の実績を減じた数値であ

ります。  

  

（6）資金調達について 

当社グループでは現在、第三者割当増資等の直接金融を視野に入れたさまざまな資金調達の手法を検討して

おります。平成21年７月10日にリリースの「第三者割当による新株予約権発行に関するお知らせ」および平成

21年７月22日にリリースの「新株予約権発行に係る総額買受契約の締結に関するお知らせ」、ならびに平成21

年７月27日にリリースの「第三者割当による新株予約権の払込完了に関するお知らせ」によりお知らせいたし

ましたとおり、当社第４回新株予約権証券の発行（平成21年７月10日決議、払込金額の総額 2,307,900円、

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額 700,000,000円）のほか、今後も継続して資金調達

を検討し実施していくことによって財産基盤の安定を図るための施策を講じてまいる所存であります。 

  

当社グループでは、上記施策を図ることにより、当社グループの資金繰りの安定化が実現でき、継続性の前提

に関する重要な不確実性は解消できると考えております。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。したがって当該対応を行ったうえでもなお継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

期 内容 
第１四半期 

（10～12月）

第２四半期 

（１～３月）

第３四半期 

（４～６月）

第４四半期 

（７～９月） 

年間累計 

（10～９月）

H20/９期 

連  結 
支払報酬  （千円）  25,189 25,820 26,710 24,538 102,258 

H21/９期 

連  結 

支払報酬  （千円） 11,415 17,972 13,599 － 42,988 

前年同期 

増 減 額 
（千円） △13,773 △7,847 △13,110 － － 

前年同期比   （%） △54.7 △30.4 △49.1 － － 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 348,021 1,467,596

受取手形及び売掛金 1,248 25,160

販売用不動産 3,184,432 6,969,377

仕掛販売用不動産 7,614,213 14,328,590

未成業務支出金 － 1,100,000

前払費用 88,364 297,235

繰延税金資産 － 385,045

その他 73,158 223,699

貸倒引当金 △22,788 －

流動資産合計 11,286,648 24,796,704

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,031,535 1,076,965

減価償却累計額 △57,097 △52,971

建物（純額） 974,438 1,023,993

土地 511,824 524,161

その他 23,628 62,986

減価償却累計額 △14,474 △35,318

その他（純額） 9,153 27,667

有形固定資産合計 1,495,416 1,575,823

無形固定資産   

その他 9,491 13,074

無形固定資産合計 9,491 13,074

投資その他の資産   

投資有価証券 375,252 504,553

その他の関係会社有価証券 22,968 34,306

その他 83,421 186,580

投資その他の資産合計 481,642 725,440

固定資産合計 1,986,550 2,314,338

資産合計 13,273,198 27,111,043

㈱アスコット（3264）　平成21年9月期　第3四半期決算短信

－11－



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 225,166 2,309,595

短期借入金 1,748,154 4,240,368

1年内返済予定の長期借入金 8,547,759 8,234,304

未払金 14,924 161,801

未払法人税等 574,711 706,481

預り金 6,974 32,227

前受金 311,131 1,699,422

賞与引当金 1,421 18,608

その他 187,671 212,858

流動負債合計 11,617,916 17,615,667

固定負債   

長期借入金 840,558 5,171,325

繰延税金負債 － 14,160

その他 137,514 210,578

固定負債合計 978,072 5,396,063

負債合計 12,595,989 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 △299,210 3,096,424

株主資本合計 683,037 4,078,672

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 20,639

為替換算調整勘定 △5,828 －

評価・換算差額等合計 △5,828 20,639

純資産合計 677,209 4,099,312

負債純資産合計 13,273,198 27,111,043
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（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 10,329,540

売上原価 12,355,976

売上総損失（△） △2,026,435

販売費及び一般管理費 955,861

営業損失（△） △2,982,297

営業外収益  

受取利息 1,071

受取配当金 303

違約金収入 6,005

保険解約返戻金 13,425

その他 4,492

営業外収益合計 25,297

営業外費用  

支払利息 297,998

その他 77,059

営業外費用合計 375,057

経常損失（△） △3,332,057

特別利益  

前期損益修正益 69,658

投資有価証券売却益 44,481

契約違約金収入 400,000

その他 15,000

特別利益合計 529,139

特別損失  

前期損益修正損 2,917

固定資産売却損 1,180

固定資産除却損 38,140

プロジェクト中止損 123,793

その他 40,194

特別損失合計 206,226

税金等調整前四半期純損失（△） △3,009,144

法人税等 386,490

四半期純損失（△） △3,395,634
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 962,192

売上原価 978,917

売上総損失（△） △16,725

販売費及び一般管理費 160,594

営業損失（△） △177,319

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 291

助成金収入 2,512

その他 713

営業外収益合計 3,529

営業外費用  

支払利息 80,265

支払手数料 34,467

その他 1,000

営業外費用合計 115,733

経常損失（△） △289,524

特別利益  

前期損益修正益 275,608

投資有価証券売却益 9,357

特別利益合計 284,965

特別損失  

前期損益修正損 1,231

固定資産売却損 657

固定資産除却損 29,755

原状回復費用 17,748

その他 6,065

特別損失合計 55,457

税金等調整前四半期純損失（△） △60,016

法人税等 △3,397

四半期純損失（△） △56,618
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △3,009,144

減価償却費 94,826

長期前払費用償却額 90

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） △17,186

受取利息及び受取配当金 △1,374

支払利息 297,998

持分法による投資損益（△は益） 2,593

敷金の償却 11,760

たな卸資産評価損 2,496,327

保険解約損益（△は益） △8,272

契約違約金収入 △400,000

投資有価証券売却損益（△は益） △44,481

その他特別利益 △15,000

固定資産売却損益（△は益） 1,180

固定資産除却損 38,140

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 40,194

売上債権の増減額（△は増加） 23,911

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,941,181

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） △1,934,429

未払金の増減額（△は減少） △145,120

預り金の増減額（△は減少） △25,252

前受金の増減額（△は減少） △988,291

その他の流動資産の増減額（△は増加） 185,081

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,218

その他の固定負債の増減額（△は減少） △73,063

小計 5,634,451

利息及び配当金の受取額 1,316

利息の支払額 △275,141

その他の支出 △23,514

法人税等の支払額 △133,582

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,203,530
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 △112,055

定期預金の払戻による収入 139,191

定期積金の預入による支出 △4,506

定期積金の払戻による収入 5,500

有形固定資産の取得による支出 △15,286

有形固定資産の売却による収入 990

投資有価証券の売却による収入 115,481

敷金及び保証金の差入による支出 △23,860

敷金及び保証金の回収による収入 49,015

その他 31,248

投資活動によるキャッシュ・フロー 185,717

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） △2,492,213

長期借入金の返済による支出 △4,017,311

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,509,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,120,276

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 249,115
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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

かったこと、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、当第３四半期連結累計期間において、たな卸資産評価損

として2,496,327千円を売上原価へ計上したことの影響により、売上総損失が2,026,435千円と大幅に悪化してお

ります。費用面では、平成20年12月より販売管理費の各費目の費用対効果の見直し等を行い、販売費及び一般管

理費にて役員数削減・役員報酬減額、本店移転、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

発生しております。しかしながら、この削減効果での費用圧縮では、収益面での大幅な悪化を補うことができ

ず、当第３四半期累計期間において営業損失2,982,297千円、経常損失3,332,057千円、四半期純損失3,395,634

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10,798,645千円（前連結会計年度末：22,397,967千円、

増減：51.8％減）、有利子負債残高が11,136,472千円（前連結会計年度末：17,645,997千円、増減：36.9％減）

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677,209千円（前連結会計年度末比：4,099,312

千円、増減：83.5％減）と大幅に減少し、自己資本比率は5.1％（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。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。具体的な施策については次のとおりであります。 

  

（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。 

（注）平成21年７月10日開催の取締役会において、「第三者割当増資による新株予約権の発行」を決議し

ております。 

      

（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実

施、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

提に関する重要な不確実性は解消できると判断しております。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。したがって当該対応を行ったうえでもな

お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、第３四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、このような重要な不確実性の影響

を第３四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

（５）セグメント情報
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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 

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 

３．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、△1,900,838千円であります。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△1,614,569千円、ソリューション

事業△286,268千円であります。 

        

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）  

 当第３四半期連結累計期間では、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、本店移転、人員削減の合理化及びそれに伴う費

目にて経常経費の削減効果が発生しております。しかしながら、この削減効果での費用圧縮では、収益面の大幅な

悪化を補うことができず、当第３四半期連結累計期間における営業損失は2,982,297千円、経常損失は3,332,057千

円、四半期純損失は3,395,634千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、当第３四半期連結会計期間の利益剰余金が減少し△299,210千円（前連結会

計年度末：3,096,424千円）となり、株主資本は683,037千円（前連結会計年度末：4,078,672千円）と大幅に減少

しおります。 

  

〔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 
 8,710,117  1,579,318  － 40,104  10,329,540  － 10,329,540

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  － 20,770  20,770 ( )20,770 －

計  8,710,117  1,579,318  － 60,874  10,350,310 ( )20,770 10,329,540

営業損失（△） △1,965,634  △647,247  △34,202 △14,289 △2,661,373 ( )320,923 △2,982,297

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  24,371,913

Ⅱ 売上原価  17,983,106

売上総利益  6,388,806

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,316,235

営業利益  5,072,571

Ⅳ 営業外収益  28,948

１. 受取利息   1,515

２. 受取配当金   1,342

３. 契約違約金収入   8,421

４. 保険解約返戻金   16,859

５. その他   809

Ⅴ 営業外費用  557,954

１. 支払利息   490,550

２. 支払手数料   62,593

３. その他   4,809

経常利益  4,543,565

Ⅵ 特別損失  1,946

１. 固定資産除却損   146

２. リース契約解約損   1,800

税金等調整前四半期純利益  4,541,618

法人税等  1,837,152

四半期純利益  2,704,466
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益   4,541,618

減価償却費   113,130

繰延資産償却額   993

長期前払費用償却   355

賞与引当金の増減額（△は減少）  △19,592

受取利息及び受取配当金   △2,857

支払利息   490,550

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）   △1,204

たな卸資産の増減額（△は増加）   3,067,024

匿名組合出資金等の増減額（△は増加）   △68,338

仕入債務の増減額（△は減少）   △233,998

未払金の増減額（△は減少）   9,600

預り金の増減額（△は減少）   20,461

前受金の増減額（△は減少）   107,609

その他流動資産の増減額（△は増加）   74,783

その他流動負債の増減額（△は減少）   115,521

その他固定負債の増減額（△は減少）  △16,796

小計  8,200,808

利息及び配当金の受取額   2,857

利息の支払額   △491,466

その他   △1,890

法人税等の支払額  △975,356

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,734,953

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   △42,070

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   △26,000

定期積金の払戻による収入   27,000

有形固定資産の取得による支出   △9,342

無形固定資産の取得による支出   △471

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   △30,323

その他   10,839

投資活動によるキャッシュ・フロー  △248

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   1,698,966

長期借入れによる収入   6,960,900

長期借入金の返済による支出   △13,051,538

社債償還による支出   △200,000

配当金の支払額   △54,050
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その他   △560

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,646,282

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  2,088,422

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四半期末残高  2,990,198
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前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

     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  23,482,450  829,412  5,000  112,896  24,429,759  (57,846)  24,371,913

営業費用  17,897,865  690,107  10,314  108,572  18,706,859  592,482  19,299,341

営業利益  5,584,585  139,305  △5,314  4,324  5,722,900  (650,329)  5,072,571

〔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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