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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）

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 259 △93.5 △190 ― △251 ― △258 ―
21年3月期第2四半期 3,954 58.7 240 ― 175 ― △1,025 ―

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 △177.40 ―
21年3月期第2四半期 △12,877.63 ―

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 887 △377 ― △153.76
21年3月期 930 △756 ― △861.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  △377百万円 21年3月期  △757百万円

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 0.00 0.00
22年3月期 0.00 0.00
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 1,634 △63.1 △97 ― △216 ― △216 ― △106.18



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  

(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 
当社が、平成21年５月15日付「平成21年３月期決算短信」にて公表いたました連結業績予想及び個別業績予想値につきましては、本日付で発表しており
ます「業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行っております。なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可
能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 2,467,165株 21年3月期  879,665株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  960株 21年3月期  960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 1,459,583株 21年3月期第2四半期  79,665株



   当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気後退に底打ちの兆しが現れ、景況感は若干の改善傾向に

あるとの見方もありますが、企業収益、雇用情勢、個人消費は依然として低迷しており、景気の先行きは不透明な

状態にあります。こうした中、当社が属する不動産業界におきましても、昨年より継続しております金融機関の融

資厳格化、新設住宅着工戸数の減少等の懸念材料は多く、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いてお

ります。 

このような経済状況のもとで、当社グループは低コスト体質への転換と収益力の向上をはかるため、コスト削

減、利益率の改善に努め、積極的な営業活動及び効率的な生産活動を推進してまいりましたが、住宅需要の低迷に

加えて販売競争の一層の激化等により、厳しい経営状況が継続しております。 

以上の結果として、当連結会計期間の業績は、売上高138,214千円（前年同四半期比95.8％減）、営業損失89,023

千円（前年同四半期は営業利益337,835千円）、経常損失132,681千円（前年同四半期は経常利益311,367千円）、四

半期純損失は139,225千円（前年同四半期は四半期純利益312,022千円）となりました。 

当連結会計年度における事業の種類別の概況は以下のとおりであります。 

  

 （企画・販売代理事業） 

  当第２四半期連結会計期間の企画・販売代理事業におきましては、営業力の強化と、低コスト体質への転換

と収益力向上策により利益率改善に努めました。 

  以上の結果、売上高は87,893千円（前年同四半期比2.3％増）、営業利益7,397千円（前年同四半期は営業損

失70,998千円）となりました。 

  

 （不動産流動化事業） 

当第２四半期連結会計期間の不動産流動化事業におきましては、新たな物件の取得及び販売はなく、引き続

き、商業ビルの管理業務を行いました。 

以上の結果、売上高は15,079千円（前年同四半期比99.4％減）、営業損失4,106千円（前年同四半期は営業利

益377,266千円）となりました。  

  

 （人材派遣事業） 

当第２四半期連結会計期間の人材派遣事業におきましては、雇用情勢の悪化を背景に、人材派遣事業のニーズ

は増加傾向に転じたため、登録スタッフ数は当初予定していた推移で増加いたしましたが、受注件数は低調に推

移いたしました。 

以上の結果、売上高は35,241千円（前年同四半期比26.7％増）、営業損失4,487千円（前年同四半期は営業損

失416千円）となりました。 

  

 （環境関連事業） 

環境関連事業におきましては、今後ＬＥＤ照明の販売等を行う予定でありますが、当第２四半期連結会計期間

において当該事業の売上高はありません。なお、当該事業においては販売活動の開始に向けた費用等が発生して

おり、営業損失9,523千円となりました。 

   

   

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



  当第２四半期連結会計期間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

18,109千円増加し53,582千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は減少したものの、販売用不動産の売却がな

かったこと等により、108,191千円（前年同四半期は2,930,463千円の増加）の支出となりました。 

  

 （投資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・フローは、差入保証金の回収による収入がなかったこと等により、39,964千円（前

年同四半期は100,308千円の増加）の支出となりました。 

  

 （財務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・フローは、長期借入金の返済による支出の減少及び社債の発行による収入が増加し

たこと等により、152,922千円（前年同四半期は3,079,787千円の減少）の収入となりました。 

  

   

 当社が、平成21年５月15日付「平成21年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予想数値につきましては、不

動産業に対する金融機関の融資姿勢の厳格化等による厳しいマーケット環境が今しばらく続くものと想定し、第３四

半期以降において企画・販売代理事業で見込んでおりました契約件数が当初予測数値に比して減少する見込みである

こと、また、企画不動産販売事業で見込んでおりました物件の取得・販売について、現在の厳しい不動産市況と当社

の現在の経営状況を鑑みた結果、取得・販売計画を延期したことを主因として、本日公表の「業績予想（連結・個

別）の修正に関するお知らせ」のとおり、業績予想の修正が発生いたしました。 

 当社グループといたしましては、これらの状況解消における対策として、事業の安定化の実現に向けて、全社一丸

となって取り組んでおります。詳細は、「（４）継続企業の前提に関する注記」をご参照ください。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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

  
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） 

  固定資産の減価償却費の算定方法  固定資産の定率法による減価償却費については、当第２四半期

連結累計期間を含む連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定しております。 



  

  

（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

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） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

   前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお 

  りました「未払金の増減額」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしまし 

  た。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未払金 

  の増減額」は15,232千円であります。 

  

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） 

  

該当事項はありません。 



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 53,582 46,257

受取手形及び売掛金 39,108 87,897

たな卸資産 577,594 581,177

前払費用 4,067 2,923

その他 59,191 43,447

貸倒引当金 △7,924 △3,273

流動資産合計 725,620 758,430

固定資産   

有形固定資産   

建物 74,707 74,707

減価償却累計額 △7,895 △6,823

建物（純額） 66,811 67,884

工具、器具及び備品 15,167 15,167

減価償却累計額 △8,769 △8,012

工具、器具及び備品（純額） 6,398 7,155

土地 17,607 17,607

有形固定資産合計 90,817 92,647

無形固定資産   

無形固定資産合計 13,204 15,231

投資その他の資産   

投資有価証券 17,680 18,798

差入保証金 22,149 22,199

保険積立金 2,889 3,476

破産更生債権等 53,658 53,658

その他 18,666 19,569

貸倒引当金 △57,940 △57,940

投資その他の資産 57,103 59,762

固定資産合計 161,125 167,641

繰延資産   

社債発行費 693 4,854

繰延資産合計 693 4,854

資産合計 887,439 930,926



（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   

短期借入金 715,249 421,621

1年内返済予定の長期借入金 47,196 68,204

1年内償還予定の社債 － 172,000

未払法人税等 3,498 1,768

未払金 40,043 112,728

預り金 9,154 18,423

1年内返還予定の預り保証金 102,500 105,500

その他 48,447 69,599

流動負債合計 966,088 969,846

固定負債   

社債 100,000 160,000

長期借入金 157,161 509,751

退職給付引当金 40,450 45,838

負ののれん 1,053 1,287

その他 450 450

固定負債合計 299,114 717,326

負債合計 1,265,202 1,687,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 878,285 559,810

資本剰余金 591,965 273,490

利益剰余金 △1,813,477 △1,554,710

自己株式 △35,986 △35,986

株主資本合計 △379,213 △757,396

新株予約権 1,450 1,150

純資産合計 △377,763 △756,246

負債純資産合計 887,439 930,926



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

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

売上高 3,954,161 259,110

売上原価 2,992,523 74,474

売上総利益 961,637 184,635

販売費及び一般管理費 721,512 375,488

営業利益又は営業損失（△） 240,125 △190,852

営業外収益   

受取利息 185 140

負ののれん償却額 234 234

保険解約返戻金 － 445

雑収入 2,014 995

営業外収益合計 2,434 1,815

営業外費用   

支払利息 63,158 25,199

社債発行費償却 1,380 4,160

支払手数料 660 30,797

雑損失 1,881 2,457

営業外費用合計 67,081 62,615

経常利益又は経常損失（△） 175,478 △251,653

特別利益   

償却債権取立益 2,236 －

貸倒引当金戻入額 490 148

新株予約権戻入益 － 750

賞与引当金戻入額 22,156 －

特別利益合計 24,883 898

特別損失   

たな卸資産評価損 1,206,000 －

有形固定資産除却損 6,452 －

投資有価証券評価損 － 1,118

貸倒引当金繰入額 － 4,800

退職特別加算金 1,388 －

事務所移転費用 8,295 －

その他 3,934 101

特別損失合計 1,226,070 6,019

税金等調整前四半期純損失（△） △1,025,708 △256,774

法人税、住民税及び事業税 649 1,992

少数株主損失（△） △462 －

四半期純損失（△） △1,025,895 △258,766



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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) 

売上高 3,292,967 138,214

売上原価 2,624,306 38,965

売上総利益 668,661 99,248

販売費及び一般管理費 330,826 188,271

営業利益又は営業損失（△） 337,835 △89,023

営業外収益   

受取利息 132 140

負ののれん償却額 117 117

保険解約返戻金 － 4

雑収入 1,540 340

営業外収益合計 1,790 602

営業外費用   

支払利息 25,765 13,776

社債発行費償却 788 3,567

支払手数料 660 26,512

雑損失 1,044 404

営業外費用合計 28,257 44,260

経常利益又は経常損失（△） 311,367 △132,681

特別利益   

償却債権取立益 2,236 －

貸倒引当金戻入額 － 11

その他 109 －

特別利益合計 2,345 11

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 4,800

事務所移転費用 1,160 －

特別損失合計 1,160 4,800

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

312,552 △137,470

法人税、住民税及び事業税 576 1,754

少数株主損失（△） △46 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 312,022 △139,225



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(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（△） △1,025,708 △256,774

減価償却費 4,703 3,856

移転費用 7,135 －

負ののれん償却額 △234 △234

その他の償却額 5,489 －

たな卸資産評価損 1,209,392 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,567 △5,388

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,526 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △490 4,651

固定資産除却損 6,452 －

社債発行費償却 988 4,160

受取利息及び受取配当金 △185 △140

支払利息 63,158 25,199

売上債権の増減額（△は増加） 168,786 48,788

仕入債務の増減額（△は減少） 7,150 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,903,948 3,583

預り金の増減額（△は減少） △26,218 △9,269

預り保証金の増減額（△は減少） △27,912 △3,000

未払金の増減額（△は減少） － △52,685

その他 △20,567 21,857

小計 3,260,794 △215,392

利息及び配当金の受取額 239 10

利息の支払額 △61,008 △33,792

法人税等の支払額 － △349

法人税等の還付額 32,989 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,233,015 △249,524

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 20,200 －

有形固定資産の取得による支出 △11,513 －

無形固定資産の取得による支出 △11,111 －

差入保証金の差入による支出 － △10,000

差入保証金の回収による収入 118,502 50

貸付けによる支出 － △30,000

その他 384 787

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,462 △39,162



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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 498,600 100,000

短期借入金の返済による支出 △875,618 △156,372

長期借入金の返済による支出 △3,182,773 △23,598

社債の発行による収入 50,000 188,000

社債の償還による支出 △50,000 △340,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 390,000

新株予約権の発行による収入 － 3,000

株式の発行による収入 － 135,000

配当金の支払額 △81 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,559,872 296,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △210,394 7,325

現金及び現金同等物の期首残高 245,867 46,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,473 53,582



  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮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 

（４）継続企業の前提に関する注記

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） 

当社グループは、当第２四半期連結会計期間において、89,023千円の営業損失、132,681千円の経常損失を計上した

結果、377,763千円の債務超過になっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、主力事業である企画・販売代理事業におきま

しては、既に実施しておりますコスト管理の強化による販売費及び一般管理費の削減策をさらに徹底し、引き続き支出

の抑制に努めるとともに、当社グループの強みであります販売力や情報収集力、企画力を活かした新たな企画・販売代

理事業の展開等、一層の収益力の向上を図ってまいります。また、当社が築き上げてきた不動産事業のノウハウとネッ

トワークを活かしLED照明の販売事業等、環境関連事業を開始するなど、今後、厳しい環境下で着実に収益を上げてい

くために、グループ一丸となって事業の安定化を図ってまいる所存であります。 

資金調達については、第３回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により、当連結会計期間において合計310,000

千円の払込が完了しております。これにより有利子負債を直接的に圧縮し、財務体質の改善を図っております。今後に

つきましても、継続的に当該新株予約権の行使を柱とした資金調達を行い、財務体質の改善及び販売用不動産の取得並

びに販売による収益性の向上を図ってまいります。 

しかし、これらの対応策に関して、営業施策面においては依然として企業収益や雇用、所得環境の悪化など厳しい

状況が続くなかでの不動産市況の影響、また、資金調達面においては今後の景況感に左右される可能性があり、当第２

四半期連結会計期間末及び本第２四半期決算短信提出日現在における金融機関に対する借入金等の返済延滞はないもの

の、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、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
企画・販売
代理事業 
（千円） 

不動産流動
化事業 

（千円） 

 企画不動産
販売事業 
（千円）  

人材派遣 
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） 

Ⅰ 売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 85,908 2,809,710 367,126 27,806 2,416  3,292,967 － 3,292,967

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 － － － 23,558 194  23,753 （23,753) －

計  85,908 2,809,710 367,126 51,364 2,611  3,316,721 (23,753) 3,292,967

営業利益又は営業損失

（△） 
 △70,998 377,266 169,681 △416 △10,711  464,821 (126,977) 337,843

  
企画・販売代

理事業 
（千円） 

不動産流動化
事業 

（千円） 

人材派遣 
事業 

（千円） 

環境関連事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 87,893 15,079 35,241 － 138,214   138,214

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 － － 1,229 － 1,229 （1,229) －

計  87,893 15,079 36,471 － 139,444 （1,229) 138,214

営業利益又は営業損失

（△） 
 7,397 △4,106 △4,487 △9,523 △10,720 （78,302) △89,023



(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理 

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等 

 (3）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等 

(4）環境関連事業…主にLED照明の販売による環境関連事業 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、78,302千円であり、その主なものは親会

社の管理部門に係る費用であります。 

４ 企画不動産販売事業につきましては、前連結会計年度末までに当該事業に係る販売用不動産の売却が終了し

ており、当第２四半期連結会計期間末に至るまで仕入及び販売を行っておりませんので、記載しておりませ

ん。なお、当該事業に係る当第２四半期連結会計期間の売上高及び売上原価並びに販売費及び一般管理費等

は発生しておりません。 

５ 前第２四半期連結会計期間におけるその他事業は不動産広告事業のみであり、当該事業は第20期第１四半期

連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）におきまして、当該事業から撤退しております。

６ 当第２四半期連結会計期間より、新たに環境関連事業を開始しております。なお、当第２四半期連結会計期

間におきまして、当該事業の売上高はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（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 事業区分の方法 

事業はサービスの系列及び市場の類似性を考慮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 

(1）企画・販売代理事業…主に分譲マンションの企画・販売代理 

(2）不動産流動化事業…主に不動産投資業務、アセットマネジメント業務及び不動産流動化に関するコンサル

ティング業務等 

(3）人材派遣事業…主に労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業等 

(4）不動産広告事業…主にインターネットを利用した不動産検索サイトの運営事業及び不動産広告事業 

(5）環境関連事業…主にLED照明の販売による環境関連事業 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、165,332千円であり、その主なものは親

会社の管理部門に係る費用であります。 

４ 企画不動産販売事業につきましては、前連結会計年度末までに当該事業に係る販売用不動産の売却が終了し

ており、当第２四半期連結累計期間末に至るまで仕入及び販売を行っておりませんので、記載しておりませ

  
企画・販売
代理事業 
（千円） 

不動産流動
化事業 

（千円） 

 企画不動産
販売事業 
（千円）  

人材派遣 
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） 

Ⅰ 売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 281,203 2,894,898 721,502 51,860 4,696  3,954,161  － 3,954,161

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 － － － 42,130 351  42,482 (42,482) －

計  281,203 2,894,898 721,502 93,991 5,048  3,996,643 (42,482) 3,954,161

営業利益又は営業損失

（△） 
 △61,620 464,885 126,380 △2,044 △23,298  504,302 (264,177) 240,125

  
企画・販売
代理事業 
（千円） 

不動産流動
化事業 

（千円） 

人材派遣 
事業 

（千円） 

不動産広告
事業 

（千円） 

環境関連事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高    

(1）外部顧客に対する

売上高 
 161,317 29,656 66,482 1,653 －  259,110  － 259,110

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 － － 2,310 － －  2,310 (2,310) －

計  161,317 29,656 68,792 1,653 －  261,420 (2,310) 259,110

営業利益又は営業損失

（△） 
 5,137 △9,017 △8,070 △4,045 △9,523  △25,520 (165,332) △190,852



ん。なお、当該事業に係る当第２四半期連結累計期間の売上高及び売上原価並びに販売費及び一般管理費等は発

生しておりません。 

５ 不動産広告事業につきましては、第20期第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日）におきまして、当該事業から撤退しております。  

６ 当第２四半期連結累計期間より、新たに環境関連事業を開始しております。なお、当第２四半期連結累計期

間におきまして、当該事業の売上高はありません。  

７ 会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結累計期間より「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）を適用しております。当該変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産流動化事業におけ

る営業利益が1,096,000千円増加しております。 

  

  前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第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）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

  

〔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



 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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