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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 510 △96.1 △280 ― △784 ― △358 ―
21年3月期第2四半期 13,415 △10.5 △927 ― △1,122 ― △2,340 ―

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 △13.05 ―
21年3月期第2四半期 △85.82 ―

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 20,044 402 1.9 9.18
21年3月期 21,908 480 2.0 15.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  379百万円 21年3月期  434百万円

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   

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 930 △96.5 △100 ― △130 ― △140 ― △3.73
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他（２）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） 

(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．平成21年５月31日の決算発表時に公表した連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．連結業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる可能性があります。 
３．１株当たり当期純利益予想は、第三者割当増資及び新株予約権発行による株式数の増加があるため、期中平均株式数増加に伴い変更しております。

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 43,876,701株 21年3月期  27,276,701株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,434株 21年3月期  2,434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 27,455,688株 21年3月期第2四半期 27,274,289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、一部に株価や生産の回復の兆しがありましたが、個人消費や住

宅投資は雇用・所得環境の悪化により支出を抑える傾向が強まり、国内景気は先行き不透明な中で推移しておりま

す。 

 当社グループが属する建設関連業界におきましても、住宅・不動産市況の悪化、民間設備投資の減少など取り巻く

環境は厳しさを増しており、先行きは依然不透明な状況となっております。また、金融環境においても目立った改善

は見られず、依然厳しく推移しています。 

 このような状況のもと、当社グループは市場環境の変化に対応できる組織編成と経営資源の戦略的シフトを推し進

め、子会社株式の売却、不動産の売却、販売管理費の削減、第三者割当新株発行増資による資本強化等を行ってまい

りました。 

 その結果、当第２四半連結累計期間の業績は、売上高が510百万円（前期比96.1％減）、営業損失が280百万円（前

年同四半期は927百万円の損失）、経常損失が784百万円（前年同四半期は1,122百万円の損失）となりました。これ

に特別利益635百万円等を計上したことにより四半期純損失は、358百万円（前年同四半期は2,340百万円の損失）と

なりました。  

 第２四半期連結会計年度末の総資産の残高は、前連結会計年度末と比較して、売上債権の回収による受取手形及び

完成業務・工事未収入金等が1,403百万円減少、短期貸付金回収により短期貸付金567百万円減少し、流動資産計は  

1,108百万円減少の3,531百万円となり、固定資産の売却と長期貸付金の回収により、固定資産計は756百万円減少

し、前連結会計年度末に比べ1,864百万円減少の20,044百万円となりました。 

 負債の残高は、前連結会計年度末と比較して、支払手形及び業務・工事未払金等が103百万円減少し、短期借入金

返済により短期借入金が1,373百万円減少したこと等により、流動負債計が1,667百万円減少し、固定負債が119百万

円減少したことにより、1,786百万円減少の19,641百万円となりました。 

 純資産の残高は、当四半期純損失の358百万円計上がありますが、第三者割当増資による資本増強298百万円によ

り、前連結会計年度末に比べ77百万円減少の402百万円となりました。なお、自己資本比率は、1.9%であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、85百万円（前年同四半期は

812百万円）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） 

 営業活動により得られた資金は248百万円（前年同四半期は1,318百万円の獲得）となりました。これは、税金等調

整前四半期純損失378百万円を計上しましたが、売上債権の回収が順調に進んだことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は838百万円（前年同四半期は3,665百万円の支出）となりました。これは主に固定資産

売却により203百万円、事業譲渡による200百万円、長短貸付金回収の収入によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は1,122百万円（前年同四半期は1,888百万円の獲得）となりました。これは、増資に

より296百万円の資金を得ましたが、短期借入金の返済1,146百万円及び長期借入金の返済351百万円があったことに

よるものです。 

 平成21年５月31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。  

 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありませんが、平成21年４月20日付けで連結子会社であった株式会

社塩見キャリアフィールディング、平成21年５月１日付けで連結子会社であった中央設計株式会社及び株式会社

田辺設計は、当社が所有する株式をすべて売却したため、連結子会社ではなくなりました。また、平成21年９月

30日付で持分法適用関連会社であった株式会社エネシステムは、当社が所有する株式を全て売却したため、持分

法適用関連会社ではなくなりました。 

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

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）
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①簡便な会計処理 

１)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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２)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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。  

 当社グループは、前連結会計年度からのサブプライム問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮、公共投資

の減少傾向が継続する中での住宅投資の減少、熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準

法による設計業務の長期化等により、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しいものとなっています。こ

れにより前連結会計年度においては売上高の大幅な減少等による営業損失1,347百万円及び経常損失1,787百万

円、貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失5,725百万円により当期純損失が5,939百万円とな

り純資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制

限条項に抵触しました。また、一部の金融機関の借入等に対して期限の利益を喪失しました。 

 当第２四半期連結累計期間においても世界的な金融危機の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷等引き続き厳しい状況で推移しており、民間設備投資の慎重姿勢や公共投資の縮小継続などによる当社

グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続き、営業損失280百万円、経常損失784百万円、四半期純損失

358百万円を計上し、純資産額は402百万円となりました。 

 当社グループはこの状況を解消するために、平成20年10月３日付開催の取締役会で当社グループの組織再編を

行うことを決議し、「①市場環境の変化に対応できる組織編成とすること、②経営資源の戦略的シフト」の基本

方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管

費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関等への支援要請、第三者割当による新株式発行による資金調達

によって、財務体質の改善と経営資源の効率化を図り経営を安定させることをすすめてまいりました。 

 今後も主要銀行との交渉を踏まえ引続き組織再編に取り組むとともに、さらに不動産の売却及び貸付金の回収

をすすめ、新株予約権等増資による資金調達を行ない、更なる財務体質の改善と経営資源の効率化を図り経営を

安定させることをすすめてまいります 。 

（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
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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   

現金預金 160,520 218,432

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

254,635 1,657,810

その他のたな卸資産 219,573 263,312

短期貸付金 992,679 1,560,545

その他 1,953,057 1,022,414

貸倒引当金 △48,631 △82,417

流動資産合計 3,531,834 4,640,097

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,698,563 3,280,238

土地 3,634,352 3,906,228

その他（純額） 61,828 69,330

有形固定資産計 6,394,745 7,255,797

無形固定資産   

のれん 1,810,889 1,865,872

その他 4,262 5,494

無形固定資産計 1,815,152 1,871,366

投資その他の資産   

長期貸付金 8,187,685 8,708,551

その他 2,180,472 1,645,418

貸倒引当金 △2,065,730 △2,212,688

投資その他の資産計 8,302,427 8,141,281

固定資産合計 16,512,325 17,268,446

資産合計 20,044,159 21,908,543
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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   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 8,263 111,572

短期借入金 13,243,451 14,616,706

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 13,409 26,195

未成業務受入金及び未成工事受入金 33,400 68,662

賞与引当金 － 1,453

受注損失引当金 1,613 803

その他 1,831,598 1,973,881

流動負債合計 15,231,736 16,899,275

固定負債   

長期借入金 3,007,536 2,989,934

債務保証損失引当金 538,230 614,000

負ののれん 548,615 610,308

その他 315,153 314,584

固定負債合計 4,409,535 4,528,827

負債合計 19,641,272 21,428,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,683,505 2,534,105

資本剰余金 2,664,172 2,514,772

利益剰余金 △4,966,941 △4,608,640

自己株式 △947 △947

株主資本合計 379,788 439,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △364 △4,299

評価・換算差額等合計 △364 △4,299

少数株主持分 23,463 45,450

純資産合計 402,887 480,440

負債純資産合計 20,044,159 21,908,543
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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）

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 13,415,559 510,899

売上原価 12,094,013 301,450

売上総利益 1,321,545 209,449

販売費及び一般管理費 2,249,063 490,199

営業損失（△） △927,517 △280,750

営業外収益   

受取利息 53,182 14,368

負ののれん償却額 160,663 60,957

その他 74,001 41,374

営業外収益合計 287,847 116,700

営業外費用   

支払利息 273,157 97,388

貸倒引当金繰入額 97,258 40,447

持分法による投資損失 61,118 21,150

遅延損害金 － 406,558

その他 51,648 54,970

営業外費用合計 483,183 620,515

経常損失（△） △1,122,853 △784,565

特別利益   

関係会社株式売却益 － 95,989

貸倒引当金戻入額 － 265,869

事業譲渡益 － 192,790

債務保証損失引当金戻入額 － 75,769

固定資産売却益 195,731 2,400

その他 3,695 2,585

特別利益合計 199,427 635,404

特別損失   

固定資産除却損 17,694 575

投資有価証券売却損 － 0

関係会社株式売却損 27,169 9,518

貸倒引当金繰入額 1,394,638 12,181

貸倒損失 9,800 3,867

固定資産売却損 － 181,411

債務保証損失引当金繰入額 47,433 －

減損損失 3,402 －

その他 35,812 21,750

特別損失合計 1,535,950 229,304

税金等調整前四半期純損失（△） △2,459,376 △378,465

法人税、住民税及び事業税 18,446 1,822

法人税等還付税額 △25,275 －

法人税等調整額 △111,346 －

法人税等合計 △118,176 1,822

少数株主損失（△） △525 △21,987

四半期純損失（△） △2,340,673 △358,300
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（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 7,309,082 248,381

売上原価 6,667,934 116,338

売上総利益 641,148 132,042

販売費及び一般管理費 1,100,227 238,201

営業損失（△） △459,079 △106,158

営業外収益   

受取利息 25,012 6,351

負ののれん償却額 80,331 30,478

その他 41,448 7,588

営業外収益合計 146,793 44,418

営業外費用   

支払利息 145,680 58,323

貸倒引当金繰入額 40,558 17,954

持分法による投資損失 40,431 5,202

遅延損害金 － 204,339

その他 17,522 49,843

営業外費用合計 244,193 335,663

経常損失（△） △556,480 △397,403

特別利益   

関係会社株式売却益 － 35,937

貸倒引当金戻入額 － 43,431

事業譲渡益 － 192,790

固定資産売却益 194,493 2,400

その他 2,997 1,453

特別利益合計 197,490 276,013

特別損失   

固定資産除却損 398 －

固定資産売却損 － 4,330

関係会社株式売却損 27,169 －

貸倒引当金繰入額 1,394,638 －

貸倒損失 9,800 －

債務保証損失引当金繰入額 47,433 －

減損損失 3,402 －

その他 35,449 21,750

特別損失合計 1,518,292 26,080

税金等調整前四半期純損失（△） △1,877,281 △147,471

法人税、住民税及び事業税 11,209 1,382

法人税等還付税額 △25,275 －

法人税等調整額 15,116 －

法人税等合計 1,049 1,382

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,698 △12,503

四半期純損失（△） △1,882,030 △136,350
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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）

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（△） △2,459,376 △378,465

減価償却費 297,963 60,903

のれん償却額 △70,866 △5,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,583,075 △141,430

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,565 △1,453

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4,185 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 54,106 1,021

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,688 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 47,433 △75,769

受取利息及び受取配当金 △53,983 △13,690

支払利息 273,157 97,388

固定資産売却損益（△は益） △190,955 179,011

固定資産除却損 17,694 575

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,131

投資有価証券評価損益（△は益） 24,976 21,750

関係会社株式売却損益（△は益） 27,169 △86,471

貸倒損失 11,379 3,867

遅延損害金 － 406,558

事業譲渡損益（△は益） － △192,790

持分法による投資損益（△は益） 61,118 21,150

売上債権の増減額（△は増加） 2,094,484 454,390

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△
は増加）

△3,035,080 △22,188

販売用不動産の増減額（△は増加） △629,335 －

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △96,535 38,036

仕入債務の増減額（△は減少） 613,045 △14,137

前渡金の増減額（△は増加） △184,068 △26,950

未払金の増減額（△は減少） 239,206 104,404

未払又は未収消費税等の増減額 △199,492 36,573

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

2,249,297 3,490

その他 886,440 △204,414

小計 1,559,792 264,252

利息及び配当金の受取額 22,326 9,005

利息の支払額 △246,116 △10,885

法人税等の支払額 △17,760 △14,183

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,318,243 248,187
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △53,350 －

定期預金の払戻による収入 23,400 25,819

有形固定資産の取得による支出 △851,772 △7,131

有形固定資産の売却による収入 76,770 203,139

無形固定資産の取得による支出 △3,424 －

リース用資産の取得による支出 △15,842 －

投資有価証券の取得による支出 △775 △21,898

投資有価証券の売却による収入 － 1,689

関係会社株式の取得による支出 △47,107 －

事業譲渡による収入 － 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 34,376

短期貸付けによる支出 △5,175,983 △1,251,696

短期貸付金の回収による収入 2,631,475 1,436,548

長期貸付けによる支出 △1,007,488 △249,284

長期貸付金の回収による収入 758,106 468,998

その他 947 △1,829

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,665,043 838,731

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） 2,309,391 △1,146,611

長期借入れによる収入 530,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △554,473 △351,987

社債の償還による支出 △70,500 －

株式の発行による収入 － 296,800

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 △326,149 △214

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,888,262 △1,122,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 101 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △458,436 △35,095

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △114,460 －

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,490 120,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 812,593 85,699
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 当社グループは、前連結会計年度からのサブプライム問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮、公共投資

の減少傾向が継続する中での住宅投資の減少、熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準

法による設計業務の長期化等により、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しいものとなっています。こ

れにより前連結会計年度においては売上高の大幅な減少等による営業損失1,347百万円及び経常損失1,787百万

円、貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失5,725百万円により当期純損失が5,939百万円とな

り純資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制

限条項に抵触しました。また、一部の金融機関の借入等に対して期限の利益を喪失しました。 

 当第２四半期連結累計期間においても世界的な金融危機の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷等引き続き厳しい状況で推移しており、民間設備投資の慎重姿勢や公共投資の縮小継続などによる当社

グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続き、 営業損失280百万円、経常損失784百万円、四半期純損失

358百万円を計上し、純資産額は402百万円となりました。 

 当社グループはこの状況を解消するために、平成20年10月３日付開催の取締役会で当社グループの組織再編を

行うことを決議し、「①市場環境の変化に対応できる組織編成とすること、②経営資源の戦略的シフト」の基本

方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管

費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関等への支援要請によって、財務体質の改善と経営資源の効率化

を図り経営を安定させることをすすめてまいりました。 

 この結果、前連結会計年度の期首において23社有していた連結子会社は当第２四半期連結会計期間末において

７社まで減少し、今後も主要銀行との交渉を踏まえ引続き組織再編に取り組むとともに、不動産の売却及び貸付

金の回収、さらに第三者割当及び新株予約権による新株式発行での増資を行い、更なる財務体質の改善と経営資

源の効率化を図り経営を安定させることをすすめてまいります。 

 しかし、これらの施策に関しては、売却・譲渡が計画どおりに進行しない可能性があるため、また、財務体質

改善は金融機関等と協議を行いながら進めている途中であるため、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、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような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
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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） 

（注）１．事業の区分は、事業内容の種類により区分しております。 

   ２．各事業の主要な内容  

３． 当第２四半期の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

473,257千円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。  

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．事業の区分は、事業内容の種類により区分しております。 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
設計事業 

（千円）

建設事業 

（千円） 

建材事業 

（千円）

不動産事業

（千円）

その他事業

（千円）
計（千円） 

消去又は全

社（千円） 

連結 

（千円）

売上高 

(1)外部顧客

に対する売

上高  

1,263,262 9,823,529 1,942,337 83,569 302,860 13,415,559 － 13,415,559

(2)セグメン

ト間の内部

売上高又は

振替高  

 15,709 20,835 132,491 83,132 18,812 270,982 (270,982) －

計 1,278,971 9,844,365 2,074,828  166,701  321,673 13,686,541 (270,982) 13,415,559

営業費用  1,446,816 9,955,573 2,159,235  62,564  413,544 14,037,735 305,341 14,343,076

営業利益又

は営業損失

（△） 

△167,845 △111,208  △84,406  104,137  △91,871 △351,193 (576,323) △927,517

事業区分  事業の内容  

設計事業  
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計

監理及びコンサルティング等 

建設事業 

電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工

事、地下連続壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び

建設工事等 

建材事業  コンクリート二次製品及び建築資機材等の製造販売 

不動産事業  不動産の賃貸 

その他事業  有料老人ホーム経営、産廃事業、他 

  
設計事業 

（千円）

不動産事業 

（千円） 

金融事業 

（千円）

産廃事業 

（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  

56,189 97,247 257,125 100,337 510,899 － 510,899 

(2)セグメン

ト間の内部

売上高又は

振替高  

－ 1,080 － － 1,080 (1,080) － 

計 56,189 98,327 257,125 100,337 511,979 (1,080) 510,899 

営業費用  122,643 121,138 285,666 153,479 682,927 108,722 791,649 

営業利益又

は営業損失

（△） 

△66,454 △22,810 △28,540 △53,142 △170,947 (109,802) △280,750 
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   ２．各事業の主要な内容  

３．事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき設計事業、不動産事

業、金融事業及びその他事業の４区分としていましたが、当第１四半期連結会計期間より、従来「その

他事業」に含めて表示していた産廃事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、また、「その

他事業」の産廃事業以外の事業から撤退したため、「その他事業」を廃止し、新たに産廃事業を個別表

記することとしました。 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

 海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

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） 

 海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年９月29日付で、大橋清孝氏、江草吉成氏、株式会社電音メディアコンテンツ、株式会社メデ

ィリンク、株式会社東京スコットマネジメント及び日新住建株式会社の６者から第三者割当増資の払込を受けま

した。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が149百万円、資本準備金が149百万円増加し、当第

２四半期連結会計期間末において資本金が2,683百万円、資本準備金が2,664百万円となっております。 

  

事業区分  事業の内容  

設計事業  土木設計、土木調査、設計監理及びコンサルティング等 

不動産事業 不動産の賃貸 

金融事業  商業手形の割引業務、貸金の貸付業務 

産廃事業  産業廃棄物処理事業 

〔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
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