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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 929 △64.3 △217 ― △298 ― △196 ―

20年12月期第2四半期 2,602 △35.8 △250 ― △311 ― △2,475 ―

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12月期第2四半期 △5.85 ―

20年12月期第2四半期 △68.73 ―

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12月期第2四半期 19,752 9,076 45.5 267.37
20年12月期 20,783 9,323 44.4 274.36

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  8,990百万円 20年12月期  9,232百万円

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12月期 ― 2.50 ― 1.75 4.25
21年12月期 ― 1.75

21年12月期 
（予想）

― 1.75 3.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,650 △23.1 580 79.6 450 111.9 220 ― 6.54
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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、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。 

(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 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想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い
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 42,099,076株 20年12月期  42,099,076株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  8,472,734株 20年12月期  8,449,439株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 33,646,628株 20年12月期第2四半期 36,011,273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、世界景気の停滞局面が続くなか、設備投資の回復は遅れ、雇

用や所得環境の悪化から個人消費も低迷するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

当業界におきましても、個人消費の低迷などの景気悪化の影響を受け、出店を見合わせる企業が多く、加えて

金融機関の融資姿勢も引き続き慎重であり、厳しい市場環境となりました。 

このような状況下、当社グループは、創業来の「環境創造事業」の強化を図り、引き続きコスト構造を見直

し、財務体質の健全性強化に努めてまいりました。  

 当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、前連結会計年度に行った「施設運営事業」の契約変更に伴

い、同事業関連の売上高が前年同期に比べ 899百万円減少したことに加え、上述のような厳しい環境の中にあっ

て、選別受注を強化して受託数を厳選したことにより、売上高は 929百万円（前年同期比 64.3％減）となりまし

たが、利益面につきましては、コスト削減・経費節減に引き続き取り組むことにより、営業損失は 217百万円、経

常損失は 298百万円に留まり、四半期純損失は 196百万円となりました。 

尚、株式会社双樹コーポレーションが、平成21年５月18日より実施しておりました当社株式に対する公開買付

けの結果、同社は平成21年７月13日付で、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当することと

なりました。 

詳細は、「４. その他 （４）重要な後発事象」に記載しております。 

（注）前年同期比増減率は、参考として記載しております。  

 事業の種類別セグメントの状況につきましては、当社グループの主力事業であります「環境創造事業」において

は、現状の経済情勢を踏まえ、選別受注により受託数を厳選した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 536

百万円となり、営業損失 323百万円となりました。 

 前連結会計年度にテナントリーシングにおけるリスクをより軽減するために契約変更等に伴う、仕組み変えを行

った「施設運営事業」においては、堅調に推移した結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 392万円、営業利

益 105百万円となりました。 

 所在地別セグメントの業績は、日本においては、売上高は 804百万円、営業損失は 193百万円となりました。

又、アジアにおいては、売上高 125百万円、営業損失は 23百万円となりました。  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 1,030百万円減少し、19,752百万円になり

ました。減少の主な要因は、借入金の返済、社債の償還による現金及び預金の減少 735百万円によるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 783百万円減少し、10,676百万円になりました。減少の主な要因は、借入金

の返済 402百万円、社債の償還 200百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 247百万円減少し、9,076百万円になりました。減少の主な要因は、四半期

純損失の発生、配当金の支払いによる利益剰余金の減少 255百万円によるものであります。 

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
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（２）キャッシュ・フロー  

 当第２四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、前連結会計年度末に比

べ 738百万円減少し、1,161百万円になりました。 

各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は 67百万円となりました。これは主に売上債権の減少 370百万円、減価償却費  

69百万円及び貸倒引当金 76百万円の計上に対し、仕入債務の減少 211百万円、たな卸資産の増加 65百万円、税金

等調整前四半期純損失 312百万円の計上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） 

投資活動の結果、獲得した資金は 56百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却 53百万円、差入保証金

の回収 27百万円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） 

財務活動の結果、使用した資金は 738百万円となりました。これは主に長期借入金による増加 1,924百万円及び

短期借入金の増加 532百万円の計上に対し、長期借入金の返済 2,858百万円、社債の償還 200百万円の減少による

ものであります。 

 当社グループの通期の連結業績予想につきましては、第３四半期以降、中国子会社の売上、営業利益が当初計画

を下回る予想であるものの、国内の「施設運営事業」及び「環境創造事業」は、売上高、営業利益ともに一部、第

２四半期までに予定したものの期ズレ分を取り込むことにより、当初計画以上に推移する見込みです。 

従って、通期の売上高につきましては、主に、第2四半期累計期間までの当初計画との差異により、当初業績予

想を、連結・個別とも修正しております。 

 営業利益につきましては、大幅なコスト削減・経費節減への取り組み効果が見込まれることから、連結・個別と

も営業利益は当初計画を維持し、経常利益については所有不動産の一部賃貸を計画したことを変更したため減額し

ております。又、税金費用等を加算・減算した結果、当期純利益は当初計画どおりとなる見込みです。 

 尚、平成21年２月12日付当社「平成20年12月期 決算短信」にて公表いたしました第２四半期累計期間及び通期

の業績予想につきましては、上記のとおり修正いたしました。詳しくは平成21年８月６日付発表の「平成21年12月

期第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 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。 

（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） 

 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に著しい変化がなく、か

つ、一時差異等発生の状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した

将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等

に著しい変化があるか、又は、一時差異の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

  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日公表分）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）により算定しております。 

  尚、この変更による損益への影響はありません。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  尚、この変更による損益への影響はありません。 

  

     株式会社双樹コーポレーションによる当社株式の公開買付けについて 

 当社は、平成21年５月15日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同する旨の決議を致しました。

 当社は、平成21年７月７日に、株式会社双樹コーポレーションが、平成21年５月18日から平成21年７月６日を

期間として実施しておりました当社株式に対する公開買付けの結果について、当社株式 14,314,463株の応募が

あった旨の報告を受けました。これにより株式会社双樹コーポレーションは、平成21年７月13日（本公開買付の

決済開始日）付にて、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。 

  

 当該異動に係る「その他の関係会社」の商号、本店所在地、代表者、資本金の額及び主な事業の内容 

     

 尚、当社の普通株式は、現在、ジャスダック証券取引所に上場していますが、公開買付者及びその特別関係者

の全部または一部の株主が当社の全株式を所有する手続を実施することを予定しておりますので、その場合に

は、ジャスダック証券取引所の規定に従い所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。 

  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）重要な後発事象

① 商号 株式会社双樹コーポレーション 

② 本店所在地 兵庫県姫路市北条口四丁目５番地 

③ 代表者 代表取締役社長 二木英徳 

④ 資本金の額 100万円 

⑤ 主な事業内容 不動産の管理、賃貸、保有並びに運用 

株式・社債等、有価証券への投資及び運用 

前各号に附帯関連する一切の業務 
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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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,166,017 1,901,113 

受取手形・完成工事未収入金等 767,064 1,126,299 

有価証券 244 244 

未成工事支出金 162,252 127,737 

その他のたな卸資産 143,717 110,947 

繰延税金資産 319,476 209,777 

その他 584,549 476,275 

貸倒引当金 △112,302 △69,054 

流動資産合計 3,031,019 3,883,342 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,282,635 2,360,145 

機械装置及び運搬具（純額） 13,764 16,327 

土地 8,024,440 8,024,440 

その他（純額） 50,697 54,623 

有形固定資産合計 10,371,537 10,455,537 

無形固定資産   

借地権 2,914,169 2,941,263 

のれん 967,532 1,000,592 

その他 6,694 14,522 

無形固定資産合計 3,888,396 3,956,378 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,378,865 1,348,933 

長期貸付金 370,910 377,520 

差入保証金 274,376 301,584 

会員権 158,653 159,353 

破産債権、更生債権等 94,994 95,104 

その他 715,420 700,138 

貸倒引当金 △563,839 △530,527 

投資その他の資産合計 2,429,382 2,452,109 

固定資産合計 16,689,316 16,864,026 

繰延資産   

社債発行費 32,485 36,369 

繰延資産合計 32,485 36,369 

資産合計 19,752,822 20,783,737 



（単位：千円）

当第２四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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 463,473 661,569 

短期借入金 2,720,109 2,265,596 

1年内償還予定の社債 400,000 400,000 

未払法人税等 20,070 24,524 

未払費用 51,886 36,294 

賞与引当金 8,600 7,380 

その他 313,775 216,092 

流動負債合計 3,977,915 3,611,456 

固定負債   

社債 1,400,000 1,600,000 

長期借入金 2,780,200 3,637,511 

退職給付引当金 35,137 38,309 

役員退職慰労引当金 131,600 127,200 

長期未払金 1,002,904 1,002,904 

繰延税金負債 1,015,119 1,031,344 

その他 333,424 411,420 

固定負債合計 6,698,385 7,848,690 

負債合計 10,676,301 11,460,146 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,199,144 6,199,144 

資本剰余金 4,612,561 4,612,561 

利益剰余金 293,577 549,196 

自己株式 △2,115,113 △2,112,187 

株主資本合計 8,990,170 9,248,714 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,193 △8,148 

為替換算調整勘定 △3,556 △8,343 

評価・換算差額等合計 636 △16,491 

少数株主持分 85,714 91,368 

純資産合計 9,076,520 9,323,590 

負債純資産合計 19,752,822 20,783,737 



（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 929,528

売上原価 585,635

売上総利益 343,893

販売費及び一般管理費 561,182

営業損失（△） △217,288

営業外収益  

受取利息 8,667

受取配当金 2,281

受取家賃 11,727

匿名組合投資利益 22,605

その他 8,993

営業外収益合計 54,275

営業外費用  

支払利息 74,110

支払手数料 14,620

貸倒引当金繰入額 23,814

その他 23,413

営業外費用合計 135,958

経常損失（△） △298,971

特別利益  

固定資産売却益 37,246

前期損益修正益 7,790

特別利益合計 45,037

特別損失  

固定資産除売却損 7,766

関係会社株式評価損 9,943

投資有価証券売却損 3,860

投資有価証券評価損 1

貸倒引当金繰入額 37,011

前期損益修正損 264

特別損失合計 58,847

税金等調整前四半期純損失（△） △312,781

法人税、住民税及び事業税 7,129

法人税等調整額 △125,924

法人税等合計 △118,795

少数株主利益 2,745

四半期純損失（△） △196,731



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 378,706

売上原価 241,159

売上総利益 137,546

販売費及び一般管理費 286,769

営業損失（△） △149,222

営業外収益  

受取利息 3,719

受取配当金 2,281

受取家賃 6,809

匿名組合投資利益 13,398

その他 2,771

営業外収益合計 28,981

営業外費用  

支払利息 33,541

貸倒引当金繰入額 17,489

その他 18,360

営業外費用合計 69,390

経常損失（△） △189,631

特別利益  

固定資産売却益 26,472

前期損益修正益 7,790

特別利益合計 34,262

特別損失  

固定資産除売却損 10

関係会社株式評価損 5,257

投資有価証券評価損 1

貸倒引当金繰入額 3,286

特別損失合計 8,554

税金等調整前四半期純損失（△） △163,924

法人税、住民税及び事業税 6,126

法人税等調整額 △51,480

法人税等合計 △45,354

少数株主利益 1,806

四半期純損失（△） △120,376



（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21年１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（△） △312,781

減価償却費 69,024

無形固定資産償却費 60,154

社債発行費償却 3,883

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76,336

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,172

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,400

受取利息及び受取配当金 △10,948

支払利息 74,110

為替差損益（△は益） △1,532

投資有価証券売却損益（△は益） 3,860

関係会社株式評価損 9,943

固定資産除売却損益（△は益） △29,480

売上債権の増減額（△は増加） 370,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,997

仕入債務の増減額（△は減少） △211,159

その他 △89,854

小計 △51,102

法人税等の支払額 △16,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,434

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の売却による収入 53,302

投資有価証券の売却による収入 3,689

短期貸付金の増減額（△は増加） △70

長期貸付金の回収による収入 6,610

差入保証金の回収による収入 27,257

利息及び配当金の受取額 4,216

その他の収入 3,482

その他の支出 △42,413

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,075

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） 532,000

長期借入れによる収入 1,924,000

長期借入金の返済による支出 △2,858,798

社債の償還による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △2,925

配当金の支払額 △60,606

利息の支払額 △72,284

財務活動によるキャッシュ・フロー △738,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △738,880

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,161,147



 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。 

  

 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の種類別セグメント情報は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して「環境創造事業」

と「施設運営事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な業務 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１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の種類別セグメント情報は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して「環境創造事業」

と「施設運営事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な業務 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
環境創造事業 

（千円） 
施設運営事業

（千円） 
合計

（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  189,497  189,208  378,706 －  378,706

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計  189,497  189,208  378,706 －  378,706

営業利益又は営業損失

（△） 
 △202,644  53,421  △149,222 －  △149,222

事業区分 主要業務

環境創造事業 商業環境分野を中心としたソフト（基本構想・基本計画・基本設計）とハード（実

施設計・予算管理・施工監理）の提供 

施設運営事業 施設完成後の運営、マネージメント 

  
環境創造事業 

（千円） 
施設運営事業

（千円） 
合計

（千円） 
消去又は会社 
（千円）  

 連結
（千円） 

   売上高           

（1）外部顧客に対する売上高  536,610 392,917 929,528 － 929,528

（2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － －

計  536,610 392,917 929,528 － 929,528

営業利益又は営業損失

（△） 
 △323,036 105,747 △217,288 － △217,288

事業区分 主要業務

環境創造事業 商業環境分野を中心としたソフト（基本構想・基本計画・基本設計）とハード（実

施設計・予算管理・施工監理）の提供 

施設運営事業 施設完成後の運営、マネージメント 
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・・中国 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・・中国 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  340,811  37,894  378,706 －  378,706

(2)セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 1,108 －  1,108  △1,108 － 

計  341,920  37,894  379,815  △1,108  378,706

営業損失（△）  △132,300  △16,921  △149,222 －  △149,222

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は会社 
（千円）  

 連結
（千円） 

   売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高 804,042 125,486 929,528 － 929,528

 （2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
2,672 － 2,672  △2,672 －

計 806,714 125,486 932,201  △2,672 929,528

   営業損失（△） △193,496 △23,792 △217,288 － △217,288
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・・・中国 

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

アジア・・・・・・・中国 

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  37,894  37,894

Ⅱ 連結売上高（千円）    378,706

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％）  
 10.0  10.0

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  125,486  125,486

Ⅱ 連結売上高（千円）    929,528

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％）  
 13.5  13.5

（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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,602,363  100.0

Ⅱ 売上原価        2,118,598  81.4

売上総利益        483,764  18.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        734,076  28.2

営業損失（△）       △250,312 △9.6

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息   5,925            

２．受取配当金  2,302            

３．受取家賃  10,499            

４．投資事業組合出資利益  12,055            

５．匿名組合出資利益  39,660            

６．その他  10,917  81,361  3.1

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  86,751            

２．貸倒引当金繰入額  30,108            

３．違約手数料  21,223            

４．その他  4,600  142,684  5.5

経常損失（△）       △311,635 △12.0

Ⅵ 特別利益  

１．前期損益修正益  2,988  2,988  0.1
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失  

１．減損損失  2,271,850            

２．投資有価証券評価損  235,118            

３．投資有価証券売却損  170,953            

４．貸倒引当金繰入額  112,047            

５．役員退職慰労引当金繰入
額  120,000            

６．固定資産除売却損  135  2,910,105  111.8

税金等調整前中間純損失
（△）       △3,218,751 △123.7

法人税、住民税及び事業
税  10,174            

法人税等調整額  △759,830 △749,656 △28.8

少数株主利益        5,941  0.2

中間純損失（△）       △2,475,036 △95.1
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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20年１月１日 
至 平成20年６月30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損失
（△損失） 

△3,218,751

減価償却費 73,668 

借地権償却額 45,980 

減損損失  2,271,850 

のれん償却額  50,904 

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 227,422 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

△618

役員賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

△25,000

退職給付引当金の増加額 
（△減少額） 575 

役員退職慰労引当金の増
加額（△減少額） 122,600 

受取利息及び配当金 △8,227

支払利息 86,751 

為替差損益（△差益） 877 

投資有価証券売却損 170,953 

投資有価証券評価損 235,118 

固定資産除売却損 157 

売上債権の減少額 
（△増加額） 1,871,791 

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

△103,549

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

△1,425,932

その他 111,536 

小計 488,105 

法人税等の支払額 △9,540

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 478,565 
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

固定資産の取得による 
支出 

△1,793

固定資産の売却による 
収入 787 

投資有価証券の取得に 
よる支出 

△237,967

投資有価証券の売却に 
よる収入 10,314 

匿名組合出資金の拠出に 
よる支出 

△100,000

短期貸付金純減少額 
（△純増加額） 

△100,300

長期貸付金減少による 
収入 4,945 

保証金の差入による支出 △236,292

保証金の返還による収入 45,414 

預り保証金の増加による
収入 42,220 

預り保証金の返還による 
支出 

△110,981

利息及び配当金の受取額 6,971 

その他収入 700 

その他支出 △23,621

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△699,602

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金純増加額 
（△純減少額） 1,140,000 

長期借入金の増加による 
収入 400,000 

長期借入金の返済による 
支出 

△2,122,143

自己株式の取得による 
支出 

△73,121

利息の支払額 △91,488

親会社による配当金の 
支払額 

△323,773

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△1,070,526

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△3,375

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（△減少額） 

△1,294,938

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 4,549,721 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 3,254,782 
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．当社グループの事業の種類別セグメント情報は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して「環境創造事業」

と「施設運営事業」とに区分しております。 

２．各区分に属する主要な業務 

３．営業費用のうち、配賦不能営業費用はありません。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

        アジア・・・・・・中国 

   ３．営業費用のうち、配賦不能営業費用はありません。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
環境創造事業 

（千円） 
施設運営事業

（千円） 
合計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 1,310,076 1,292,286 2,602,363 － 2,602,363 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
79,788 － 79,788 △79,788 － 

計 1,389,864 1,292,286 2,682,151 △79,788 2,602,363 

営業費用 1,577,977 1,354,486 2,932,463 △79,788 2,852,675 

営業損失（△） △188,112 △62,199 △250,312 － △250,312 

事業区分 主要業務

環境創造事業 商業環境分野を中心としたソフト（基本構想・基本計画・基本設計）とハード（実

施設計・予算管理・施工監理）の提供 

施設運営事業 施設完成後の運営、マネージメント 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は会社 

（千円）  

 連結 

（千円） 

   売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高 2,008,427 593,936 2,602,363 － 2,602,363

 （2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
6,100 － 6,100 △6,100 －

計 2,014,527 593,936 2,608,463 △6,100 2,602,363

   営業費用 2,285,043 573,731 2,858,775 △6,100 2,852,675

   営業利益又は営業損失（△） △270,516 20,204 △250,312 － △250,312
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前中間連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア・・・・・・・中国 

３.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 593,936 593,936 

Ⅱ 連結売上高（千円）   2,602,363 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

割合（％）  
22.8 22.8 
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