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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 10,430 17.7 △419 ― △536 ― △639 ―

21年3月期第1四半期 8,862 ― △497 ― △655 ― △1,414 ―

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

22年3月期第1四半期 △54.69 ―

21年3月期第1四半期 △136.99 ―

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

22年3月期第1四半期 30,311 395 1.3 33.84
21年3月期 34,612 951 2.7 81.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  395百万円 21年3月期  951百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

21,900 △26.0 290 ― 110 ― 20 ― 1.71

通期 40,000 △24.5 850 ― 550 ― 300 ― 25.67



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  無  

(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４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 

平成21年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまし
ては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】３．「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 11,820,963株 21年3月期  11,820,963株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  132,015株 21年3月期  132,015株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,688,948株 21年3月期第1四半期 10,328,436株



 当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の低下や雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など、依然として厳

しい状況のまま推移いたしました。当社グループが属する不動産業界におきましても、昨年来より依然、厳しい状況

が続いております。 

 このような中、当第１四半期連結累計期間は、売上高104億３千万円（前年同期比17.7％増）、営業損失４億１千

９百万円（前年同期は４億９千７百万円の損失）、経常損失５億３千６百万円（前年同期は６億５千５百万円の損

失）、四半期純損失６億３千９百万円（前年同期は14億１千４百万円の損失）となりました。 

 売上高については、前第１四半期連結累計期間においては、㈱天幸総建が連結の範囲ではなかったため、売上高は

大幅に増加しております。しかしながら、営業利益につきましては、グループを挙げて更なる販売費及び一般管理費

の削減に努めましたが、PM事業においては住居系PM事業の業績が低迷したこと、AM事業においては事業系、住居系と

もに不動産市況の低迷が続いたことにより、前年同期に引き続き、営業損失を計上しております。 

 当社グループは、今般の不動産市況の悪化に際し、他のアセットと比べ、物流不動産が景気の動向に大きく左右さ

れないこと、また創業以来のサブリース事業を中核とする事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場競

争力を有するものであることを再認識しており、事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特化を推進し

ております。 

 具体的な施策としては、７月より組織変更を行い、サブリース事業の空室物件の入居付けを行なう専門組織として

「リーシング事業部」を新設し、売上高の増加による空室の改善による収益改善に取り組んでおります。また、並行

してサブリース事業における原価（借上賃料）の削減に取り組み、原価低減による収益改善に取り組んでおります。

 

 事業の種類別セグメントの概況は、以下の通りであります。 

（ＰＭ事業） 

 売上高は70億６千６百万円（前年同期比74.1％増）となりました。当該事業における当第１四半期連結累計期間の

業績は、前年同期においては、㈱天幸総建が連結の範囲ではなかったため、売上高は大幅に増加しています。営業利

益につきましては、住居系PM事業の業績の低迷を主要因とし、５千６百万円の営業損失（前年同期は８千万円の営業

損失）を計上しています。 

（ＡＭ事業） 

 売上高は33億６千４百万円（前年同期比29.9％減）となりました。当該事業における当第１四半期連結累計期間の

業績は、前年同期より開発案件の売却件数が減ったため、売上高は減少しています。営業利益につきましては、不動

産市況の低迷を受け、売却価格が下落し、当初予定していた利益の確保ができず、１百万円の営業損失（前年同期は

９千７百万円の営業利益）を計上しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は303億１千１百万円（前期末比12.4％減）、純資産は３億９千５百

万円（前期末比58.4％減）となりました。 

（資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は303億１千１百万円（前期末比12.4％減）となりました。これは、た

な卸資産の売却により、流動資産が減少したことを主要因とするものです。 

（負債の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は299億１千５百万円（前期末比11.1％減）となりました。これは、た

な卸資産の売却を行い、借入金の返済を進めたことを主要因とするものです。 

（純資産の部） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は３億９千５百万円（前期末比58.4％減）となりました。これは、四

半期純損失の計上による利益剰余金の減少を主要因とするものです。 

 

キャッシュフローの状況 

 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末と比較して、６億６

千３百万円減少し、19億９千４百万円となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は９千７百万円（前年同期は47億３千２百万円の使用）となりました。これはたな

卸資産の早期売却を進めたことを主要因とし、営業活動によるキャッシュフローは増加しております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、獲得した資金は３千３百万円（前年同期は７億１千５百万円の使用）となりました。これは無形

固定資産の売却を主要因とするものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は７億９千４百万円（前年同期は29億３千４百万円の獲得）となりました。これは

たな卸資産の売却を行い、借入金の返済を行なったことを主要因とするものです。 

  

 当第１四半期連結累計期間における業績経過は、概ね計画通りに推移しているため、第２四半期連結累計期間なら

びに通期業績予想につきましては、平成21年５月15日付決算短信に記載の見通しから、現時点での変更はございませ

ん。 

  

  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 会計処理基準に関する事項の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事契約について工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

  これによる、損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 
  

 当社グループは、前第２四半期連結累計期間より経常損失および四半期純損失を計上し、前連結会計年度にお

いても60億６千２百万円の経常損失および114億８千４百万円の当期純損失を計上し、当社が金融機関数社と締

結しているコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生いたしました。 

 平成21年３月31日現在の社債を含む借入総額157億６千９百万円のうち当社および連結子会社㈱ＣＲＥアセッ

トの借入金の合計額132億８千９百万円を対象に、平成22年３月期以降の借入元本の返済方法および利息の支払

方法等について金融機関等借入先と協議を行った結果、平成21年11月末までに再度協議を行う事を前提に、当面

の最終返済期日を平成21年11月末とする融資への借り換え等の変更契約を締結しております。 

（なお、上記の協議対象となった借入金の平成21年６月末現在の残高は119億４千３百万円であります。） 

 しかしながら、上記の変更契約では当面の最終返済期日を平成21年11月末としており、12月以降の返済につい

ては11月に再度協議を予定していることから、今後の資金繰りへの影響が懸念され、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、今般の不動産事業市況において物流不動産が景気の動向に大きく左右されないこと、また創

業以来のサブリース事業を中核とする物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場

競争力を有するものであることから、物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特

化と不採算事業からの撤退を軸とした経営資源の再配分を主とする中期事業計画を策定し、引き続き業績回復に

向けて下記の施策を推進しております。 

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



（中期事業計画の主な内容） 

① コアビジネスへの回帰（物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業の強化） 

② 市況への対応Ⅰ（アセットマネジメント事業の事業規模縮小） 

③ 市況への対応Ⅱ（住居系不動産のプロパティマネジメント事業等拡大戦略の中断） 

④ 財務体質の強化Ⅰ（固定費の削減と資産の圧縮による経営のスリム化） 

⑤ 財務体質の強化Ⅱ（グループ経営の見直しによる経営の効率化） 

 これら中期事業計画を確実に遂行することで、物流不動産のプロパティマネジメント事業を中心に据えた安定

的な事業収益が今後見込まれ、当社グループの経営および資金繰りは安定的に推移するものと見込んでおりま

す。 

 なお、中期事業計画の遂行にあたって当面必要となる一定の運転資金については、主要な金融機関より支援を

得ております。 

 しかし、金融機関等借入先との協議における融資借り換えの結果、当面の最終返済期日を平成21年11月末とし

ており、12月以降の返済については11月に再度協議を予定していることから、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。 

 当第１四半期の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しておりますが、当社グループは上記のよう

な対応策を実行中であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映してお

りません。 
  



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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,272,936 2,936,350

完成工事未収入金 145,433 564,910

未収賃貸料 190,480 196,577

有価証券 291,485 301,652

販売用不動産 6,658,058 9,437,817

未成工事支出金 114,026 179,428

前払賃借料 660,761 675,449

その他 1,478,892 1,711,210

貸倒引当金 △108,079 △117,264

流動資産合計 11,703,995 15,886,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,779,921 3,773,577

土地 2,013,358 2,013,358

リース資産 772,258 771,608

その他 314,628 314,000

減価償却累計額 △2,578,004 △2,516,010

有形固定資産合計 4,302,162 4,356,533

無形固定資産   

のれん 2,290,562 2,345,776

その他 294,391 347,493

無形固定資産合計 2,584,954 2,693,269

投資その他の資産   

投資有価証券 1,388,836 1,311,021

差入保証金 9,529,798 9,685,322

その他 1,456,183 1,245,898

貸倒引当金 △658,124 △569,719

投資その他の資産合計 11,716,695 11,672,522

固定資産合計 18,603,811 18,722,325

繰延資産 3,472 3,755

資産合計 30,311,279 34,612,211



（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 242,507 2,711,506

短期借入金 12,701,246 6,536,505

1年内返済予定の長期借入金 340,372 6,098,194

1年内償還予定の社債 429,400 459,400

リース債務 113,729 114,209

未成工事受入金 81,267 142,494

未払法人税等 16,803 117,590

前受賃貸料 1,491,832 1,519,282

賞与引当金 96,126 167,023

工事損失引当金 － 572

賃料保証引当金 446,182 469,045

事業構造改善引当金 363,797 475,828

その他 2,644,956 2,902,067

流動負債合計 18,968,222 21,713,719

固定負債   

社債 576,200 583,400

長期借入金 950,673 2,091,896

退職給付引当金 83,496 81,265

役員退職慰労引当金 129,130 124,470

特別修繕引当金 4,014 3,345

長期賃料保証引当金 279,587 212,672

リース債務 1,080,956 1,072,170

受入保証金 6,577,514 6,688,961

その他 1,265,900 1,089,218

固定負債合計 10,947,473 11,947,399

負債合計 29,915,695 33,661,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,254,208 3,254,208

資本剰余金 5,349,836 5,349,836

利益剰余金 △7,972,961 △7,333,665

自己株式 △281,864 △281,864

株主資本合計 349,219 988,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79,823 △2,169

繰延ヘッジ損益 △33,458 △35,251

評価・換算差額等合計 46,364 △37,421

純資産合計 395,583 951,093



（単位：千円）

当第１四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21年３月31日) 

負債純資産合計 30,311,279 34,612,211



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

売上高 8,862,280 10,430,791

売上原価 7,529,991 9,089,888

売上総利益 1,332,288 1,340,902

販売費及び一般管理費 1,830,022 1,760,577

営業損失（△） △497,733 △419,674

営業外収益   

受取利息及び配当金 26,400 17,591

その他 72,460 28,406

営業外収益合計 98,861 45,997

営業外費用   

支払利息 126,378 116,742

その他 129,972 46,487

営業外費用合計 256,351 163,230

経常損失（△） △655,223 △536,907

特別利益   

投資有価証券売却益 16,000 －

貸倒引当金戻入額 26,000 2,503

その他 3,093 6,684

特別利益合計 45,093 9,187

特別損失   

販売用不動産評価損 1,576,769 －

投資有価証券評価損 － 3,633

事業構造改善費用 － 12,494

保証金返還請求権譲渡に伴う評価損 － 25,500

その他 14,470 9,730

特別損失合計 1,591,239 51,357

税金等調整前四半期純損失（△） △2,201,369 △579,077

法人税等合計 △786,474 60,218

四半期純損失（△） △1,414,895 △639,295



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△） △2,201,369 △579,077

減価償却費 54,147 76,557

のれん償却額 50,514 55,213

賃料保証引当金の増減額(△は減少) △46,007 44,053

販売用不動産評価損 1,576,769 －

受取利息及び受取配当金 △26,400 △17,591

支払利息 126,378 116,742

匿名組合出資分配損益 △10,771 △110

売上債権の増減額（△は増加） 88,704 496,073

営業貸付金の増減額（△は増加） △72,235 12,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,314,009 2,847,202

仕入債務の増減額（△は減少） △1,909,652 △2,434,897

未成工事受入金の増減額（△は減少） 266,629 △61,226

長期前受金の増減額(△は減少) － 190,278

仮払金の増減額（△は増加） － 92,471

長期未収入金の増減額（△は増加） － △209,034

預り金の増減額（△は減少） － △198,250

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △90,941 42,715

未払金の増減額（△は減少） △370,154 △129,721

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △112,030

その他 △143,359 60,538

利息及び配当金の受取額 25,285 15,782

利息の支払額 △117,236 △101,784

法人税等の支払額 △619,146 △109,629

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,732,854 97,014

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △30,285 △298

投資有価証券の売却による収入 24,000 －

関係会社株式の取得による支出 △1,240,594 －

有形固定資産の取得による支出 △330,607 △18,931

無形固定資産の売却による収入 － 40,956

貸付けによる支出 △26,512 －

貸付金の回収による収入 603,801 5,212

事業譲渡による収入 290,070 －

その他 △4,955 6,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △715,083 33,929



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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

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 9,469,000 1,260,000

短期借入金の返済による支出 △5,182,100 △910,703

リース債務の返済による支出 － △22,776

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △1,240,340 △1,163,600

社債の発行による収入 98,440 －

社債の償還による支出 △30,000 △37,200

株式の発行による収入 3,079 －

配当金の支払額 △183,189 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,934,889 △794,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,513,048 △663,413

現金及び現金同等物の期首残高 5,070,209 2,658,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,557,160 1,994,711



 当社グループは、前第２四半期連結累計期間より経常損失および四半期純損失を計上し、前連結会計年度にお

いても6,062,541千円の経常損失および11,484,288千円の当期純損失を計上し、当社が金融機関数社と締結して

いるコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生いたしました。 

 平成21年３月31日現在の社債を含む借入総額15,769,396千円のうち当社および連結子会社㈱ＣＲＥアセットの

借入金の合計額13,289,800千円を対象に、平成22年３月期以降の借入元本の返済方法および利息の支払方法等に

ついて金融機関等借入先と協議を行った結果、平成21年11月末までに再度協議を行う事を前提に、当面の最終返

済期日を平成21年11月末とする融資への借り換え等の変更契約を締結しております。 

（なお、上記の協議対象となった借入金の平成21年６月末現在の残高は11,943,942千円であります。） 

 しかしながら、上記の変更契約では当面の最終返済期日を平成21年11月末としており、12月以降の返済につい

ては11月に再度協議を予定していることから、今後の資金繰りへの影響が懸念され、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、今般の不動産事業市況において物流不動産が景気の動向に大きく左右されないこと、また創

業以来のサブリース事業を中核とする物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場

競争力を有するものであることから、物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特

化と不採算事業からの撤退を軸とした経営資源の再配分を主とする中期事業計画を策定し、引き続き業績回復に

向けて下記の施策を推進しております。 

（中期事業計画の主な内容） 

① コアビジネスへの回帰（物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業の強化） 

② 市況への対応Ⅰ（アセットマネジメント事業の事業規模縮小） 

③ 市況への対応Ⅱ（住居系不動産のプロパティマネジメント事業等拡大戦略の中断） 

④ 財務体質の強化Ⅰ（固定費の削減と資産の圧縮による経営のスリム化） 

⑤ 財務体質の強化Ⅱ（グループ経営の見直しによる経営の効率化） 

 これら中期事業計画を確実に遂行することで、物流不動産のプロパティマネジメント事業を中心に据えた安定

的な事業収益が今後見込まれ、当社グループの経営および資金繰りは安定的に推移するものと見込んでおりま

す。 

 なお、中期事業計画の遂行にあたって当面必要となる一定の運転資金については、主要な金融機関より支援を

得ております。 

 しかし、金融機関等借入先との協議における融資借り換えの結果、当面の最終返済期日を平成21年11月末とし

ており、12月以降の返済については11月に再度協議を予定していることから、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。 

 当第１四半期の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しておりますが、当社グループは上記のよう

な対応策を実行中であり、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を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



前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業内容を勘案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 

ＰＭ事業：事業系・住居系不動産の賃貸借、管理運営、仲介等 

ＡＭ事業：事業系・住居系不動産の開発事業、販売事業等 

 前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20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１四半期連結累計期間(自平成21年４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。 

 前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成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。 

 当第１四半期連結累計期間(自平成21年４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。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＰＭ事業
（千円） 

ＡＭ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  4,058,902  4,803,377  8,862,280  －  8,862,280

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 28,062  1,378  29,441  (29,441)  －

計  4,086,965  4,804,756  8,891,721  (29,441)  8,862,280

営業利益又は営業損失（△）  △80,865  97,761  16,896  (514,629)  △497,733

  
ＰＭ事業
（千円） 

ＡＭ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  7,066,639  3,364,151  10,430,791  －  10,430,791

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 16,707  －  16,707  (16,707)  －

計  7,083,346  3,364,151  10,447,498  (16,707)  10,430,791

営業損失（△）  △56,980  △1,091  △58,071  (361,603)  △419,674

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



     該当事項はありません。 

  

  当社は平成21年５月８日の臨時取締役会の決議に基づき、連結子会社である株式会社ユーティライズの営むス

トレージ事業について、当該事業を同社から分離した上で、当社を売主として当該事業を売却する予約契約を締

結いたしました。 

 今回、上記売買予約契約について、売主を株式会社ユーティライズへ、売買対象をストレージ事業を承継する

新設会社の株式（株式会社ユーティライズが100％保有）へとスキームを変更し、また譲渡実行の期限を平成21

年９月末日に延長する合意書を平成21年７月31日付で締結いたしました。 

 その主な内容は、次のとおりであります。 

(1）売却先の名称  

  株式会社九州リースサービス 

(2）売却の理由 

  中期事業計画において、コアビジネスへの回帰（物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント

事業の強化）をグループ方針のひとつとしております。 

  本方針による経営資源の選択と集中および売却による財務体質の強化という目的から、コンテナの賃貸を中

心とするストレージ事業の売却を決定いたしました。  

(3）売却予定年月日 

  平成21年９月末日までの、当社および売却先の合意した日  

(4）売却予定価額 

  692,000千円を基準とし決定する価額 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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