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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、平成21年３月期第２四半期純損失及び平成22年３月期第２四半期純損失が計上されているた 
め記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 79 △96.4 △270 ― △299 ― △318 ―
21年3月期第2四半期 2,206 ― △654 ― △721 ― △881 ―

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2四半期 △4,732.59 ―
21年3月期第2四半期 △13,725.53 ―

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2四半期 2,130 209 9.6 2,897.42
21年3月期 2,484 447 17.9 6,951.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  203百万円 21年3月期  444百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 780 △79.3 △250 ― △300 ― △320 ― △4,651.23
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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2四半期 70,705株 21年3月期  64,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  302株 21年3月期  302株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 67,204株 21年3月期第2四半期 64,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 平成22年３月期の業績予想は、「平成21年３月期 決算短信(非連結)」(平成21年５月１日付)において公表した金額より変更しております。詳細は、「業 
  績予想の修正に関するお知らせ」(平成21年10月28日付)をご参照ください。 
2. 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あたっての注意事項等に 
  ついては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等による株式市場の回復傾向や生産及び

輸出における持ち直し感はあるものの、企業収益が大幅に減少する中、雇用環境の更なる悪化や個人消費

低迷の長期化など、景気は依然として厳しい状況で推移しました。 

当社が属する不動産業界は、一部に不動産価格の下げ止まり感が見えつつも、金融危機の影響による金

融機関の不動産関連融資に対する厳格姿勢に大幅な改善は見られず、不動産売買取引の流動性は著しく低

下した状態が続いております。また、景気後退を受け、オフィスビルのテナントが経費削減のために賃料

水準の低いビルへの移転や賃借面積の縮小等を行う傾向にあり、オフィスビルの空室率は上昇し、賃料水

準は低下傾向が続くなど、厳しい事業環境が継続しております。 

このような状況下、当社は、事業法人や個人投資家のニーズに適した比較的小規模な物件への取り組み

と売買仲介業務に鋭意注力すると共に、役員報酬の減額や本社事務所の移転等による固定費の圧縮に努め

てまいりました。 

しかしながら、流動性が著しく低下した不動産売買取引市場において、物件の取得・売却には至らず、

また、当第２四半期会計期間末に保有している販売用不動産について124,748千円のたな卸資産評価損を

計上いたしました。 

これらにより、当第２四半期累計期間の売上高は79,217千円(前年同四半期比96.4％減)、営業損失は

270,985千円(前年同四半期は営業損失654,468千円)、経常損失は299,230千円(前年同四半期は経常損失

721,480千円)、四半期純損失は318,049千円(前年同四半期は四半期純損失881,179千円)となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ308,497千円減少し

2,092,480千円となりました。これは主として現金及び預金が168,274千円減少したこと、及び保有不動

産についてたな卸資産評価損を計上したこと等に伴い販売用不動産が124,872千円減少したことによる

ものです。固定資産は前事業年度末に比べ44,658千円減少し38,501千円となりました。これは主として

本社事務所移転により新本社事務所の敷金16,231千円を差し入れたものの、旧本社事務所の敷金55,019

千円を回収したことによるものです。この結果、資産合計は前事業年度末に比べ353,156千円減少し

2,130,981千円となりました。 

負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ84,935千円減少し1,051,283千円となりまし

た。これは主として前事業年度分の確定消費税73,692千円を納付したことによるものです。固定負債は

前事業年度末に比べ30,000千円減少し870,000千円となりました。これは長期借入金のうち30,000千円

返済したことによるものです。この結果、負債合計は前事業年度末に比べ114,935千円減少し1,921,283

千円となりました。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ238,220千円減少し209,698千円となりました。これは主

として第三者割当による新株式発行について77,864千円の払込があったものの、四半期純損失318,049

千円を計上したことによるものです。 

当第２四半期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)の残高は、前事業年度末

に比べ170,274千円減少し418,083千円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

営業活動に使用した資金は239,479千円となりました。これは主として税引前四半期純損失317,559千

円を計上したことによるものです。 

投資活動の結果得られた資金は32,408千円となりました。これは主として本社事務所移転により新本

社事務所の敷金16,231千円を差し入れたものの、旧本社事務所の敷金55,019千円を回収したことによる

ものです。 

財務活動の結果得られた資金は36,796千円となりました。これは主として長期借入金のうち30,000千

円返済したものの、株式の発行による収入が76,962千円あったことによるものです。 

  

当社が属する不動産業界は、比較的小規模な物件に対する需要は一部であるものの、金融機関の不動産

関連融資に対する厳格姿勢の緩和には未だ時間を要しており、引き続き厳しい事業環境で推移することが

予想されます。 

このため、現時点における平成22年３月期の業績予想につきましては、「業績予想の修正に関するお知

らせ」(平成21年10月28日付)のとおり、通期売上高780百万円、営業損失250百万円、経常損失300百万

円、当期純損失320百万円を見込んでおります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、前事業年度において現金及び現金同等物が1,149,566千円減少し、当第２四半期累計期間に

おいても、株式の発行による収入が76,962千円あったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが△

239,479千円であったこと等により、現金及び現金同等物が170,274千円減少しました。また、不動産売

買取引の流動性の著しい低下等の影響により、販売用不動産を計画どおりに取得できない場合、または

計画から大きく下回る価格にて売却せざるを得ない場合、もしくは売却そのものが難しい場合には、資

金繰りが著しく悪化し、借入金の当初条件どおりの弁済が困難となる可能性も予想されます。なお、返

済期限が迫っている金融機関からの借入金については、現在金融機関との間で返済期日の延長に関し協

議中であります。 

このような状況から、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が依然と

して存在しております。 

当社は、当該状況を早期に解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

(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)

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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  今後弁済期日を迎える借入金については、担保設定対象となっている不動産を売却していく際に、

その資金回収額が当該設定金額を下回ることも予想されるため、全額返済に充ててもなお不足金額が

発生する場合を想定して、取引金融機関と緊密な関係を維持し、借入金の返済期限の延長又は返済条

件の変更等のリファイナンスへ向けて協議を進めております。 

また、資本の早急な充足を図るため、直接金融も視野に入れた多様な資金調達手段を駆使して財務

体質の強化に努めてまいりたいと考えております。 

  

本社事務所の移転による賃料削減、役員報酬の減額、人員の削減および成果主義を徹底した報酬体

系への見直し等により、固定費の圧縮に取り組んでおります。 

①  財務基盤の安定化

②  コストの削減
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 420,083 588,357

売掛金 1,914 18,309

販売用不動産 1,658,349 1,783,221

その他 12,133 11,089

流動資産合計 2,092,480 2,400,977

固定資産   

有形固定資産 13,194 17,353

無形固定資産 5,312 5,984

投資その他の資産 19,995 59,822

固定資産合計 38,501 83,160

資産合計 2,130,981 2,484,138

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 935,000 935,000

未払法人税等 2,002 1,601

賞与引当金 4,924 14,856

その他 109,356 184,761

流動負債合計 1,051,283 1,136,218

固定負債   

長期借入金 870,000 900,000

固定負債合計 870,000 900,000

負債合計 1,921,283 2,036,218

純資産の部   

株主資本   

資本金 625,057 586,125

資本剰余金 395,057 356,125

利益剰余金 △813,651 △495,602

自己株式 △2,476 △2,476

株主資本合計 203,987 444,171

新株予約権 5,711 3,748

純資産合計 209,698 447,919

負債純資産合計 2,130,981 2,484,138
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,206,469 79,217

売上原価 2,533,730 188,496

売上総損失（△） △327,261 △109,279

販売費及び一般管理費 327,207 161,706

営業損失（△） △654,468 △270,985

営業外収益   

受取利息 1,462 94

その他 240 4

営業外収益合計 1,703 99

営業外費用   

支払利息 56,953 16,330

社債利息 925 －

借入手数料 9,968 8

支払手数料 － 10,000

株式交付費 － 902

その他 867 1,103

営業外費用合計 68,714 28,344

経常損失（△） △721,480 △299,230

特別損失   

固定資産除却損 4,995 14,063

特別退職金 － 4,266

特別損失合計 4,995 18,329

税引前四半期純損失（△） △726,476 △317,559

法人税、住民税及び事業税 566 950

法人税等還付税額 － △460

法人税等調整額 154,136 －

法人税等合計 154,703 489

四半期純損失（△） △881,179 △318,049
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △726,476 △317,559

減価償却費 3,119 2,767

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,925 △9,931

株式報酬費用 1,356 1,963

受取利息 △1,462 △94

支払利息 56,953 16,330

社債利息 925 －

支払手数料 － 10,000

株式交付費 － 902

固定資産除却損 4,995 7,482

売上債権の増減額（△は増加） △1,996 16,394

前渡金の増減額（△は増加） △5,985 430

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,400,951 124,872

前受金の増減額（△は減少） △8,698 590

その他の資産の増減額（△は増加） 3,041 △1,257

その他の負債の増減額（△は減少） △22,186 △75,908

小計 694,613 △223,017

利息の受取額 1,600 97

利息の支払額 △56,198 △16,549

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,567 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー 649,582 △239,479

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △21,478 △5,418

無形固定資産の取得による支出 △6,720 －

定期預金の預入による支出 － △2,000

出資金の回収による収入 － 30

差入保証金の回収による収入 － 300

敷金の回収による収入 7,830 55,729

敷金の差入による支出 △710 △16,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,078 32,408

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 64,000 －

短期借入金の返済による支出 △2,234,068 －

長期借入れによる収入 900,000 －

長期借入金の返済による支出 △41,026 △30,000

株式の発行による収入 － 76,962

手数料の支払額 － △10,000

配当金の支払額 △44,062 △165

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,355,156 36,796
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △726,653 △170,274

現金及び現金同等物の期首残高 1,737,923 588,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,011,270 418,083
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当社は、前事業年度において現金及び現金同等物が1,149,566千円減少し、当第２四半期累計期間に

おいても、株式の発行による収入が76,962千円あったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが△

239,479千円であったこと等により、現金及び現金同等物が170,274千円減少しました。また、不動産売

買取引の流動性の著しい低下等の影響により、販売用不動産を計画どおりに取得できない場合、または

計画から大きく下回る価格にて売却せざるを得ない場合、もしくは売却そのものが難しい場合には、資

金繰りが著しく悪化し、借入金の当初条件どおりの弁済が困難となる可能性も予想されます。なお、返

済期限が迫っている金融機関からの借入金については、現在金融機関との間で返済期日の延長に関し協

議中であります。 

このような状況から、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が依然と

して存在しております。 

当社は、当該状況を早期に解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

①  財務基盤の安定化 

今後弁済期日を迎える借入金については、担保設定対象となっている不動産を売却していく際に、

その資金回収額が当該設定金額を下回ることも予想されるため、全額返済に充ててもなお不足金額が

発生する場合を想定して、取引金融機関と緊密な関係を維持し、借入金の返済期限の延長又は返済条

件の変更等のリファイナンスへ向けて協議を進めております。 

また、資本の早急な充足を図るため、直接金融も視野に入れた多様な資金調達手段を駆使して財務

体質の強化に努めてまいりたいと考えております。 

  

②  コストの削減 

本社事務所の移転による賃料削減、役員報酬の減額、人員の削減および成果主義を徹底した報酬体

系への見直し等により、固定費の圧縮に取り組んでおります。 

  

しかしながら、これらの対応策を講じても、事業計画にて決定した価格での売却が、不動産市況の更

なる悪化等により予定どおりに進まない可能性もあり、また、リファイナンスについても金融機関との

協議を進めている途上であるため、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、四半期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

性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

当社は、平成21年６月30日付で、フィンテック グローバル株式会社及びフィンテック グローバル投

資事業有限責任組合第11号から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期累計期

間において、資本金が38,932千円、資本準備金が38,932千円増加し、当第２四半期会計期間末において

資本金が625,057千円、資本剰余金が395,057千円となっております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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