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

営業収益 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 10,826 103.2 △977 ― △2,351 ― △2,689 ―

21年3月期第2四半期 5,327 162.2 722 △12.3 132 △90.1 △171 ―

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 △18,389.69 ―

21年3月期第2四半期 △1,179.24 ―

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 72,398 26,827 31.6 155,814.46
21年3月期 82,477 29,496 31.0 175,140.64

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  22,872百万円 21年3月期  25,554百万円

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  
 

営業収益 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 13,473 48.1 △970 ― △2,967 ― △3,284 ― △22,495.15
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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  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） 

(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・財務諸表等】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」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３ .21年３月期第2四半期は、平成20年３月21日～９月20日になります。 

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） 22年3月期第2四半期 146,792株 21年3月期  145,910株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 146,267株 21年3月期第2四半期 145,329株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの兆しが見えるものの、昨年来の世界

的な金融危機とそれに続く世界経済の悪化を背景に、企業収益の落ち込みや失業率の増加等景気後退が進み、引き

続き厳しい経営環境が続きました。 

当社グループの事業領域である物流不動産及び不動産金融業界においても、金融市場の混乱が収まらない中で、

新たな投資資金の流入は減少を続け、また金融機関による厳格な不動産融資姿勢が続いており、依然として厳しい

資金調達環境が続いております。このため、不動産市場における流動性が回復する兆しは見えておらず、困難な事

業環境が続いております。 

当第２四半期連結会計期間においては、当社は、将来の事業機会を探りつつ、事業環境を慎重に見極めながら、

財務体質の改善及び経営基盤の整備と、大型私募ファンドのバリューアップに注力してまいりました。 

当第１四半期連結会計期間には、リコースローンを完済し、保有資産の評価損及び引当の計上を行うことで財務

体質を改善してまいりましたが、当第２四半期連結会計期間では、これを一層強固なものとすべく、各種コストの

徹底した見直しを進め、販売費及び一般管理費の低減に努めてまいりました。本年７月に実施いたしました希望退

職者の募集につきましても、48名の応募があり、これらの施策の効果は、当第３四半期連結会計期間以降に順次現

れてくるものと予想しております。 

大型私募ファンドのバリューアップに関しては、当社が連結する大型私募ファンドの空室物件においてリーシン

グ活動が進展し、新たな長期の賃貸借契約の締結に成功いたしました。なお、本賃料収入の寄与は、翌連結会計年

度以降となっております。この他、不動産仲介関連事業及びアセットマネジメント事業とも順調に推移してきてお

ります。 

  

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、営業収益1,028百万円、営業損失204百万円、経常損失504百万

円、四半期純損失478百万円となりました。  

また、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益10,826百万円、営業損失977百万円、経常損失2,351百万

円、四半期純損失2,689百万円となりました。第１四半期連結会計期間における連結経営成績に関する定性的情報に

ついては、平成22年３月期 第１四半期決算短信（平成21年８月７日開示）をご参照下さい。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

不動産仲介関連事業は、概ね当初見込みどおり進捗し、当第２四半期連結会計期間における営業収益は90百万

円、営業利益0.7百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間における営業収益は182百万円、営業利益1

百万円であります。 

  

アセットマネジメント事業においては、市場環境の変化に対応するため、引き続き新規の物件取得を抑制し、既

存ファンドの運用と連結する大型私募ファンドのバリューアップに注力しました。その結果、概ね当初見込みどお

りに進捗し、ファンド関連のフィー収入、連結対象である大型私募ファンドの物流不動産の賃料収入を計上いたし

ました。なお、大型私募ファンドのリースアップに伴う賃料収入の寄与は、翌連結会計年度になる見通しです。 

この結果、当第２四半期連結会計期間における営業収益は937百万円、営業利益44百万円となりました。なお、当

第２四半期連結累計期間における営業収益は10,641百万円、営業損失449百万円となっております。 

また、平成21年９月30日現在、本事業における運用資産の残高は1,226億円となっております。 

  

 その他事業におきましては、当第２四半期連結会計期間におけるセグメント間の内部営業収益を含めた営業収益

は16百万円、営業利益3百万円、当第２四半期連結累計期間におけるセグメント間の内部営業収益を含めた営業収益

は27百万円、営業損失2百万円を計上しております。   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10,078百万円減少し、72,398百万円となりました。 

 これは主に、物件の売却等を進めたこと及び「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）の適用に伴う評価損の計上により棚卸資産が7,607百万円減少したことによるものであります。

 負債合計は、長期借入金の返済や社債の償還により、前連結会計年度末に比べて7,410百万円減少し、45,571百

万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,668百万円減少し、26,827百万円となりま

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

- 3 -

㈱日本レップ　（8992）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



した。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 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、当第１四半期連結会

計期間末に比べ714百万円減少し、6,479百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとお

りであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、30百万円となりました。 

 これは主に、還付法人税等による増加が725百万円、大型私募ファンドの社債と借入金に係る利息の支払いが448

百万円あったこと等によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、0.3百万円となりました。 

 これは主に、敷金保証金の収入が9百万円、投資用不動産の資本的支出が22百万円あったこと等によるものであ

ります。  

 ③ 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、743百万円となりました。 

 これは主に、大型私募ファンドのアモチゼーションによる社債の償還225百万円及び長期借入金の返済466百万円

を行ったことによるものであります。   

 平成22年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年８月７日に公表いたしました連結業績予想から修

正は行っておりません。    

該当事項はありません。    

該当事項はありません。    

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。 

 なお、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計

期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

② 重要な資産の評価に関する会計基準の適用 

(イ)販売用不動産、仕掛販売用不動産 

 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、評価基準を「個別法による原価法」から、「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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は697百万円増加し、経常損失、税金等調整前四半期純損

失は1,363百万円増加しております。 

(ロ)貯蔵品 

 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、評価基準を「最終仕入原価法による原価法」から、「最終仕入原価法によ

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。この変

更に伴う損益への影響はありません。 

③ 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、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

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 -

㈱日本レップ　（8992）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



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（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、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できること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等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた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。これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、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。  

 当社グル－プは、前連結会計年度において５億円の営業損失及び106億円の当期純損失を計上しております。 

また当第２四半期連結累計期間においても９億円の営業損失及び26億円の純損失を計上しており、通期で２期連

続の営業赤字となる見込みであることから、継続企業の前提に関する例示項目に該当しております。このため当

社グループは、当該状況を解消すべく以下の施策を実施しております。 

① ビジネスモデルの転換 

 当社グループはビジネスモデルを転換し、当社グル－プがファンドにアセットマネジメントとして一部出資す

るものを除き自己勘定での投資をやめ、当社グル－プの本来業務であるファンド関連業務、フィービジネスへの

特化をすすめております。 

② 経費削減 

 ビジネスモデルの転換に合わせて経費削減も鋭意進めており、その一環として希望退職の募集をおこない50人

前後の募集予定に対し締切日の本年７月24日までに48名の募集がありました。ビジネスモデルの転換による収益

の改善と経費削減施策により、今後現状の不動産市況が続いたとしても利益を出せる体質に転換してまいりま

す。 

③ 資産売却による貸借対照表の改善 

 上記のビジネスモデルの転換を受けて、キャッシュ・フローの改善のため現在自己勘定で投資を行っているた

な卸資産に含まれる販売用不動産及び仕掛販売用不動産の売却を進めました。３月末時点での保有資産の６物件

のうち４物件について売却を完了いたしました。この結果、当社グル－プの借入金については、長期のノンリコ

ースローンを除き、外部からの借入金を完済し、資金繰りに対する懸念を払拭することができました。 

  

 よって上記施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は払拭されていると判断しております。な

お、親会社との間で結んでおりました本年９月末日期限のロ－ンコミットメント契約につきましては、当面資金

需要がないことから延長致しませんでした。  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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９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 6,479,179 6,753,004

営業未収入金 211,706 176,599

販売用不動産 1,888,155 4,405,522

仕掛販売用不動産 1,864,537 6,951,787

貯蔵品 4,976 7,416

繰延税金資産 － 129

その他 303,966 856,592

貸倒引当金 △82,951 －

流動資産合計 10,669,570 19,151,052

固定資産   

有形固定資産   

建物 93,855 99,183

減価償却累計額 △32,275 △29,602

建物（純額） 61,579 69,580

車両運搬具 9,587 9,587

減価償却累計額 △6,816 △6,229

車両運搬具（純額） 2,771 3,358

工具、器具及び備品 116,551 120,188

減価償却累計額 △84,857 △77,472

工具、器具及び備品（純額） 31,693 42,715

有形固定資産合計 96,044 115,654

無形固定資産   

ソフトウエア 5,043 8,875

その他 916 975

無形固定資産合計 5,959 9,851

投資その他の資産   

投資有価証券 355,567 860,927

破産更生債権等 3,181,792 3,181,792

投資不動産 60,339,559 61,169,913

繰延税金資産 362,355 374,470

その他 475,241 620,938

貸倒引当金 △3,181,792 △3,181,792

投資その他の資産合計 61,532,723 63,026,249

固定資産合計 61,634,728 63,151,755

繰延資産   

社債発行費 94,553 174,669

繰延資産合計 94,553 174,669

資産合計 72,398,852 82,477,477
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

営業未払金 220 87

1年内返済予定の長期借入金 2,668,800 5,977,300

1年内償還予定の社債 444,000 614,000

未払法人税等 88,612 －

その他 972,106 969,468

流動負債合計 4,173,738 7,560,855

固定負債   

社債 13,410,000 15,162,000

長期借入金 26,820,000 29,000,600

長期預り敷金保証金 1,167,383 1,257,907

固定負債合計 41,397,383 45,420,507

負債合計 45,571,121 52,981,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,984,576 16,980,900

資本剰余金 8,489,570 16,960,900

利益剰余金 △2,601,830 △8,387,030

株主資本合計 22,872,316 25,554,771

新株予約権 253,412 148,396

少数株主持分 3,702,001 3,792,946

純資産合計 26,827,730 29,496,113

負債純資産合計 72,398,852 82,477,477
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（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 10,826,268

営業原価 10,966,028

営業総損失（△） △139,760

販売費及び一般管理費 838,165

営業損失（△） △977,925

営業外収益  

受取利息 1,586

匿名組合投資利益 168,767

その他 24,642

営業外収益合計 194,997

営業外費用  

支払利息 491,155

匿名組合投資損失 665,677

その他 411,733

営業外費用合計 1,568,565

経常損失（△） △2,351,494

特別利益  

新株予約権戻入益 36,564

特別利益合計 36,564

特別損失  

固定資産除却損 8,368

固定資産売却損 418

役員退職慰労金 30,000

特別退職金 350,093

特別損失合計 388,880

税金等調整前四半期純損失（△） △2,703,810

法人税、住民税及び事業税 64,696

法人税等調整額 12,244

法人税等合計 76,940

少数株主損失（△） △90,945

四半期純損失（△） △2,689,805
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（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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 1,028,361

営業原価 805,487

営業総利益 222,874

販売費及び一般管理費 427,484

営業損失（△） △204,610

営業外収益  

受取利息 1,431

匿名組合投資利益 2,703

その他 9,357

営業外収益合計 13,493

営業外費用  

支払利息 227,955

その他 85,036

営業外費用合計 312,992

経常損失（△） △504,109

特別利益  

新株予約権戻入益 36,564

特別利益合計 36,564

特別損失  

固定資産除却損 634

固定資産売却損 31

役員退職慰労金 30,000

特別損失合計 30,665

税金等調整前四半期純損失（△） △498,210

法人税、住民税及び事業税 38,607

法人税等調整額 10,987

法人税等合計 49,595

少数株主損失（△） △69,248

四半期純損失（△） △478,557
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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２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,703,810

減価償却費 894,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） 82,951

受取利息及び受取配当金 △1,586

匿名組合投資損益（△は益） 496,910

支払利息 491,155

固定資産除売却損益（△は益） 8,786

売上債権の増減額（△は増加） △97,388

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,584,876

その他 335,520

小計 7,092,203

利息及び配当金の受取額 1,586

利息の支払額 △497,003

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 701,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,298,097

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △5,126

敷金及び保証金の差入による支出 △2,043

敷金及び保証金の回収による収入 102,729

預り敷金及び保証金の返還による支出 △108,409

預り敷金及び保証金の受入による収入 17,885

匿名組合出資金の払戻による収入 400

投資不動産の取得による支出 △22,814

その他 △36,340

投資活動によるキャッシュ・フロー 946,278

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,489,100

社債の償還による支出 △1,929,158

その他 △99,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,518,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 726,175

現金及び現金同等物の期首残高 5,753,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,479,179
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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。 

  

  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７月１日 至平成21年９月30日） 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２. 各事業の主な業務内容 

      (1) 不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務 

      (2) アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成、管理事業及び自己資金（勘定）による不動産投

資・開発事業 

      (3) その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関連する調査・

コンサルティング事業等 

    ３. 会計処理方法の変更 

「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」の「１．会計処理基準に関する事項

の変更 (1)重要な資産の評価に関する会計基準の適用」に記載のとおり、たな卸資産のうち販売用不動産と

仕掛販売用不動産について、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、評価基準を個別法による原価法から個

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。 

 これにより「アセットマネジメント事業」では、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結

累計期間の営業損失が697,048千円増加しております。 

  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９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在外支店がないため、該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産仲介
関連事業 
（千円） 

アセットマネ
ジメント事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益                               

(1)外部顧客に対する営業収益  90,418  937,654  288  1,028,361  －  1,028,361

(2)セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
－ －  16,500  16,500 ( ) 16,500  － 

計  90,418  937,654  16,788  1,044,861 ( ) 16,500  1,028,361

営業利益（△営業損失）  742 44,376  3,795  48,914 ( ) 253,525  △204,610

  
不動産仲介
関連事業 
（千円） 

アセットマネ
ジメント事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益                               

(1)外部顧客に対する営業収益  182,847  10,641,820  1,600  10,826,268 －  10,826,268

(2)セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
－  －  25,500  25,500 ( ) 25,500 － 

計  182,847  10,641,820  27,100  10,851,768 ( ) 25,500  10,826,268

営業利益（△営業損失）  1,690 △449,357  △2,756  △450,422 ( ) 527,503  △977,925

〔所在地別セグメント情報〕

- 11 -

㈱日本レップ　（8992）　平成22年３月期　第２四半期決算短信



  

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。 

  

  

 当社は、平成21年６月30日開催の定時株主総会における資本準備金の額の減少及び剰余金処分決議に基づき、

平成21年８月２日付で資本準備金のうち12,000,000千円をその他資本剰余金に振替後、その他資本剰余金のうち

8,475,005千円を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しました（平成21年６月１日開示「資本準備金の額の減少お

よび剰余金処分に関するお知らせ」の内容から、一部変更しております。）。この結果、当第２四半期連結会計

期間において資本剰余金が8,475,005千円減少し、利益剰余金が8,475,005千円増加し、当第２四半期連結会計期

間末において資本剰余金が8,489,570千円、利益剰余金が△2,601,830千円となっております。 

  

〔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 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年3月21日 
至 平成20年9月20日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業収益  5,327,966

Ⅱ 営業原価  3,456,241

営業総利益  1,871,724

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,149,262

営業利益  722,461

Ⅳ 営業外収益  66,779

Ⅴ 営業外費用  656,282

経常利益  132,959

税金等調整前中間純利益  132,959

税金費用  311,536

少数株主損失 △7,199

中間純損失（△） △171,377
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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3月21日 
至 平成20年9月20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利益  132,959

減価償却費     884,255

賞与引当金の増減額    56,289

役員賞与引当金の増減額 △38,330

受取利息及び受取配当金  △9,052

匿名組合出資持分損益  △22,920

支払利息  536,965

融資手数料  68,245

その他損益  71,196

売上債権の増減額    △91,161

たな卸資産の増減額 △1,341,172

未払消費税等の増減額    △36,049

営業未払金の増減額  12,428

未払金の増減額   △130,687

未払費用の増減額   106,807

預り金の増減額    4,813

その他の増減額  △482,787

小計 △278,200

利息及び配当金の受取額  13,573

利息の支払額 △556,892

法人税等の支払額 △1,248,262

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,069,782
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前中間連結会計期間

（自 平成20年3月21日 
至 平成20年9月20日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 △1,948

無形固定資産の取得による支出 △5,516

敷金保証金の差入による支出    △8,497

預り敷金保証金の預りによる収入    128,606

預り敷金保証金の返戻による支出 △36,747

投資有価証券の取得による支出 △450,000

匿名組合出資の払戻による収入  621,059

出資分配金・優先出資配当金の収入   189,780

短期貸付金の純増減額  500,000

投資用不動産の取得による支出  △8,821,648

その他の増減額   4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,880,912

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 △6,662,500

長期借入による収入  6,600,000

長期借入の返済による支出 △204,000

社債の発行による収入  3,300,000

社債の償還による支出 △102,000

配当金の支払による支出 △144,469

特別目的会社設立に伴う少数株主か
らの払込による収入  2,194,500

その他の収支 △62,546

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,918,983

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △5,031,711

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  12,323,276

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  7,291,565
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