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平成21年11月30日 

各位 

会社名 株式会社アルデプロ 

代表者名 代表取締役社長 高橋康夫 

（コード番号 8925 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役経営管理本部長 久保玲士 

（TEL 03-5367-2001） 

 

（訂正）「平成21年7月期 第3四半期決算短信」の一部訂正について 
 

平成21年10月23日付「調査委員会の調査報告および過年度決算の修正ならびに当社第22回定時株

主総会招集ご通知に関するお知らせ」で発表しておりますとおり、平成21年7月期 第3四半期決算

短信につきまして、売上高の修正等必要と認められる訂正を行いましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

 (百万円未満切捨て) 

1. 平成 21 年７月期第３四半期の連結業績（平成 20 年８月１日～平成 21 年４月 30 日） 
 (1) 連結経営成績(累計)  

(％表示は対前年同四半期増減率) 
（訂正前）  

 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7月期第3四半期 7,822 ― △9,846 ― △10,854 ― △22,486 ― 

20年7月期第3四半期 57,776 5.2 5,768 △38.9 4,179 △53.6 2,205 △55.6 

 

 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7月期第3四半期 △5,331 27 ―  

20年7月期第3四半期 532 44 531 73 

 

（訂正後）  

 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7月期第3四半期 7,822 ― △9,336 ― △10,344 ― △17,033 ― 

20年7月期第3四半期 41,115 △25.2 △3,316 ― △4,905 ― △9,518 ― 

 

 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7月期第3四半期 △4,038 37 ―  

20年7月期第3四半期 △2,297 79 ―  
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 (2) 連結財政状態  
（訂正前）   

 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7月期第3四半期 58,234 1,045 1.8 247 55

20年7月期 87,056 23,512 27.0 5,573 33
 
(参考) 自己資本 21年7月期第3四半期 1,044百万円 20年7月期 23,507百万円

 

（訂正後）  

 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7月期第3四半期 46,787 △11,014 △23.5 △2,611 89

20年7月期 72,582 5,998 8.3 1,421 00
 
(参考) 自己資本 21年7月期第3四半期 △11,016百万円 20年7月期 5,993百万円

 



―3― 

・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 

（訂正前） 

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界経済の減速、
外需に依存していた輸出関連企業を中心とした企業収益が大幅に減少いたしました。また、雇用不安
や将来の所得への不安感から個人消費も落ち込み、景気は大幅に冷え込みました。 
当社グループが属する不動産業界におきましても、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢が引き

続き厳格化しており、不動産購入者の資金繰りは悪化し、また、不動産企業の経営破たん相次ぐなど、
厳しい状況が続いております。 
このような厳しい環境下、当社では法人および個人向けに中古不動産の販売活動を行ってまいりま

した。しかしながら、不動産物件の販売が振るわず、売上高は 78 億 22 百万円、営業損失は 98 億 46
百万円、経常損失は 108 億 54 百万円、四半期純損失は 224 億 86 百万円となりました。 

 

（セグメント別の概況） 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 
(1) 不動産再活事業 
当社グループの主力である不動産再活事業におきましては、物件の早期売却およびそれに伴う有利

子負債の削減を 優先課題として取り組んでまいりました。しかしながら、不動産市況は当第３四半
期連結累計期間においても低調であり、相次ぐ不動産会社の経営破たんなど一層深刻さを増している
状況であります。 
当社といたしましては、在庫圧縮、有利子負債の削減に努めたものの、市況悪化の影響は予想以上

に大きく、不動産物件の売却が思うように進みませんでした。また簿価を下回る価格での売却をせざ
るを得ないこともあり、利益率も悪化しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 58
億 29 百万円、営業損失は 89 億 48 百万円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、582 億 34 百万円（前連結会計年度末比 288 億 22 百
万円の減少）となりました。主な理由としては、商品の販売および評価減による販売用不動産の減少
などであります。 
当第３四半期連結会計期間末における負債は、571 億 88 百万円（同 63 億 56 百万円の減少）となり

ました。主な理由としては、商品の販売に伴う借入金の金融機関への返済により短期借入金が減少し
たことなどによるものであります。 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は、10 億 45 百万円（同 224 億 66 百万円の減少）とな

りました。主な理由としては、四半期純損失 224 億 86 百万円を計上したことに伴う利益剰余金の減少
などによるものであります。以上の結果、自己資本比率は 1.8％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は 90 百万円と、前連結会計年度末
の残高 32億 26 百万円と比べて、31億 36 百万円の減少となりました。 
（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、34 億 38 百万円の収入となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失 224 億 42 百万円を計上したものの、販売用不動産評価損 60 億 64 百万円、棚卸資産の減
少 141 億 15 百万円の計上などにより営業キャッシュ・フローが増加になったものであります。 

  
（訂正後） 

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界経済の減速、
外需に依存していた輸出関連企業を中心とした企業収益が大幅に減少いたしました。また、雇用不安
や将来の所得への不安感から個人消費も落ち込み、景気は大幅に冷え込みました。 
当社グループが属する不動産業界におきましても、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢が引き

続き厳格化しており、不動産購入者の資金繰りは悪化し、また、不動産企業の経営破たん相次ぐなど、
厳しい状況が続いております。 
このような厳しい環境下、当社では法人および個人向けに中古不動産の販売活動を行ってまいりま
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した。しかしながら、不動産物件の販売が振るわず、売上高は 78 億 22 百万円、営業損失は 93 億 36
百万円、経常損失は 103 億 44 百万円、四半期純損失は 170 億 33 百万円となりました。 

 

（セグメント別の概況） 
事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 
(1) 不動産再活事業 
当社グループの主力である不動産再活事業におきましては、物件の早期売却およびそれに伴う有利

子負債の削減を 優先課題として取り組んでまいりました。しかしながら、不動産市況は当第３四半
期連結累計期間においても低調であり、相次ぐ不動産会社の経営破たんなど一層深刻さを増している
状況であります。 
当社といたしましては、在庫圧縮、有利子負債の削減に努めたものの、市況悪化の影響は予想以上

に大きく、不動産物件の売却が思うように進みませんでした。また簿価を下回る価格での売却をせざ
るを得ないこともあり、利益率も悪化しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 58
億 29 百万円、営業損失は 84 億 38 百万円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、467 億 87 百万円（前連結会計年度末比 257 億 95 百
万円の減少）となりました。主な理由としては、商品の販売および評価減による販売用不動産の減少
などであります。 
当第３四半期連結会計期間末における負債は、578 億２百万円（同 87 億 82 百万円の減少）となりま

した。主な理由としては、商品の販売に伴う借入金の金融機関への返済により短期借入金が減少した
ことなどによるものであります。 
当第３四半期連結会計期間末における純資産は、△110 億 14 百万円（同 170 億 13 百万円の減少）と

なりました。主な理由としては、四半期純損失 170 億 33 百万円を計上したことに伴う利益剰余金の減
少などによるものであります。以上の結果、自己資本比率は△23.5％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は 90 百万円と、前連結会計年度末
の残高 32億 26 百万円と比べて、31億 36 百万円の減少となりました。 
（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、34 億 38 百万円の収入となりました。これは、税金等調整前

四半期純損失 170 億 14 百万円を計上したものの、販売用不動産評価損 44 億 60 百万円、棚卸資産の減
少 136 億５百万円の計上などにより営業キャッシュ・フローが増加になったものであります。 
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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】  

（訂正前） 

  
当第３四半期連結会計期間末

(平成 21 年４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７月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 240,539 3,266,423

  受取手形及び売掛金 195 170,090

  販売用不動産 48,363,104 69,091,606

  原材料 - 1,168

  仕掛品 1,654,010 1,583,785

  前渡金 5,895,772 6,678,754

  繰延税金資産 - 45,422

  その他 1,756,230 7,660,886

  貸倒引当金 △ 150,287 △2,757,494

  流動資産合計 57,759,566 85,740,643

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物（純額） 4,710 205,419

   機械装置及び運搬具（純額） - 8,885

   工具、器具及び備品 - 39,927

   土地 64,073 87,442

   有形固定資産合計 68,784 341,674

  無形固定資産 

   のれん - 420,387

   その他 - 30,194

   無形固定資産合計 - 450,582

  投資その他の資産 

   投資有価証券 9,000 21,000

   繰延税金資産 - 24,240

   その他 2,531,906 521,821

   貸倒引当金 △ 2,134,927 △43,109

   投資その他の資産合計 405,978 523,951

  固定資産合計 474,762 1,316,209

 資産合計 58,234,329 87,056,852
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（訂正後） 

  
当第３四半期連結会計期間末

(平成 21 年４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７月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 240,539 3,266,423

  受取手形及び売掛金 195 170,090

  販売用不動産 38,201,217 56,815,565

  原材料 - 1,168

  仕掛品 1,654,010 1,583,785

  前渡金 4,610,772 4,828,754

  繰延税金資産 - 34,730

  その他 1,756,230 7,271,769

  貸倒引当金 △ 150,287 △ 2,691,408

  流動資産合計 46,312,678 71,280,879

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物（純額） 4,710 205,419

   機械装置及び運搬具（純額） - 8,885

   工具、器具及び備品 - 39,927

   土地 64,073 87,442

   有形固定資産合計 68,784 341,674

  無形固定資産 

   のれん - 420,387

   その他 - 30,194

   無形固定資産合計 - 450,582

  投資その他の資産 

   投資有価証券 9,000 21,000

   繰延税金資産 - 10,128

   その他 2,434,036 521,821

   貸倒引当金 △ 2,037,057 △43,109

   投資その他の資産合計 405,978 509,839

  固定資産合計 474,762 1,302,097

 資産合計 46,787,441 72,582,976
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（訂正前） 

  
当第３四半期連結会計期末

(平成 21 年４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７月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 342,950 808,042

  短期借入金 37,996,914 46,535,996

  1 年内返済予定の長期借入金 120,000 126,996

  1 年内償還予定の社債 10,002,720 10,032,720

  未払法人税等 48,936 40,656

  賞与引当金 6,621 17,031

  完成工事補償引当金 - 8,765

  訴訟損失引当金 - 362,000

  解約損失引当金 3,770,430 -

  その他 1,500,581 2,295,208

  流動負債合計 53,789,154 60,227,417

 固定負債 

  社債 450,000 730,000

  長期借入金 2,533,678 2,510,100

  退職給付引当金 9,304 32,553

  負ののれん - 34,260

  その他 406,400 10,250

  固定負債合計 3,399,383 3,317,163

 負債合計 57,188,538 63,544,581

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 12,944,169 12,944,169

  資本剰余金 12,309,418 12,785,139

  利益剰余金 △ 24,208,480 △2,219,529

  株主資本合計 1,045,107 23,509,778

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △ 1,000 △2,372

  評価・換算差額等合計 △ 1,000 △2,372

 新株予約権 1,683 -

 少数株主持分 - 4,863

 純資産合計 1,045,790 23,512,270

負債純資産合計 58,234,329 87,056,852
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（訂正後） 

  
当第３四半期連結会計期間末

(平成 21 年４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７月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  買掛金 342,950 808,042

  短期借入金 37,996,914 46,535,996

  1 年内返済予定の長期借入金 120,000 126,996

  1 年内償還予定の社債 10,002,720 10,032,720

  未払法人税等 48,936 40,656

  賞与引当金 6,621 17,031

  完成工事補償引当金 - 8,765

  訴訟損失引当金 - 362,000

  解約損失引当金 4,384,180 3,040,000

  その他 1,500,581 2,295,208

  流動負債合計 54,402,904 63,267,417

 固定負債 

  社債 450,000 730,000

  長期借入金 2,533,678 2,510,100

  退職給付引当金 9,304 32,553

  負ののれん - 34,260

  その他 406,400 10,250

  固定負債合計 3,399,383 3,317,163

 負債合計 57,802,288 66,584,581

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 12,944,169 12,944,169

  資本剰余金 12,309,418 12,785,139

  利益剰余金 △ 36,269,117 △ 19,733,405

  株主資本合計 △ 11,015,530 5,995,903

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △ 1,000 △2,372

  評価・換算差額等合計 △ 1,000 △2,372

 新株予約権 1,683 -

 少数株主持分 - 4,863

 純資産合計 △ 11,014,846 5,998,394

負債純資産合計 46,787,441 72,582,976
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【第３四半期連結累計期間】  

（訂正前） 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４月 30 日) 

売上高 7,822,741

売上原価 15,687,763

売上総損失（△） △ 7,865,021

販売費及び一般管理費 1,981,194

営業損失（△） △ 9,846,216

営業外収益 

 受取利息 4,165

 受取手数料 47,410

 解約返戻金 72,802

 その他 58,686

 営業外収益合計 183,064

営業外費用 

 支払利息 1,079,222

 支払手数料 20,905

 消費税相殺差損 45,446

 その他 45,601

 営業外費用合計 1,191,174

経常損失（△） △ 10,854,326

特別利益 

 固定資産売却益 986

 関係会社株式売却益 1,214

 貸倒引当金戻入額 1,050,741

 賞与引当金戻入額 4,343

 特別利益合計 1,057,285

特別損失 

 固定資産除却損 19,805

 固定資産売却損 2,524

 貸倒引当金繰入額 513,248

 貸倒損失 291,246

 投資有価証券評価損 14,999

 減損損失 334,255

 事業再編損 37,080

 販売用不動産評価損 6,064,197

 解約違約金 1,546,119

 解約損失引当金繰入額 3,804,930

 関係会社株式売却損 17,462

 特別損失合計 12,645,871

税金等調整前四半期純損失（△） △ 22,442,911

法人税、住民税及び事業税 13,648

法人税等調整額 29,806

法人税等合計 43,454

少数株主利益 83

四半期純損失（△） △ 22,486,450
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（訂正後） 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４月 30 日) 

売上高 7,822,741

売上原価 15,177,716

売上総損失（△） △ 7,354,974

販売費及び一般管理費 1,981,194

営業損失（△） △ 9,336,169

営業外収益 

 受取利息 4,165

 受取手数料 47,410

 解約返戻金 72,802

 その他 58,686

 営業外収益合計 183,064

営業外費用 

 支払利息 1,079,222

 支払手数料 20,905

 消費税相殺差損 45,446

 その他 45,601

 営業外費用合計 1,191,174

経常損失（△） △ 10,344,279

特別利益 

 固定資産売却益 986

 関係会社株式売却益 1,214

 貸倒引当金戻入額 984,655

 賞与引当金戻入額 4,343

 特別利益合計 991,199

特別損失 

 固定資産除却損 19,805

 固定資産売却損 2,524

 貸倒引当金繰入額 415,378

 投資有価証券評価損 14,999

 減損損失 334,255

 事業再編損 37,080

 販売用不動産評価損 4,460,091

 解約違約金 981,119

 解約損失引当金繰入額 1,378,680

 関係会社株式売却損 17,462

 特別損失合計 7,661,397

税金等調整前四半期純損失（△） △ 17,014,477

法人税、住民税及び事業税 13,648

法人税等調整額 5,002

法人税等合計 18,651

少数株主利益 83

四半期純損失（△） △ 17,033,211
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【第３四半期連結会計期間】  

（訂正前） 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 21 年２月１日 

 至 平成 21 年４月 30 日) 

売上高 1,798,132

売上原価 2,634,718

売上総損失（△） △ 836,586

販売費及び一般管理費 552,901

営業損失（△） △ 1,389,488

営業外収益 

 受取利息 776

 受取手数料 15,130

 その他 9,486

 営業外収益合計 25,393

営業外費用 

 支払利息 367,108

 支払手数料 5,912

 消費税相殺差損 26,583

 その他 5,408

 営業外費用合計 405,014

経常損失（△） △ 1,769,109

特別利益 

 固定資産売却益 96

 関係会社株式売却益 1,214

 特別利益合計 1,310

特別損失 

 固定資産除却損 896

 貸倒引当金繰入額 411,760

 減損損失 1,120

 事業再編損 23,506

 解約違約金 715,619

 解約損失引当金繰入額 2,104,559

 特別損失合計 3,257,460

税金等調整前四半期純損失（△） △ 5,025,258

法人税、住民税及び事業税 2,313

法人税等調整額 -

法人税等合計 2,313

少数株主利益 15

四半期純損失（△） △ 5,027,588
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（訂正後） 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 21 年２月１日 

 至 平成 21 年４月 30 日) 

売上高 1,798,132

売上原価 2,124,671

売上総損失（△） △ 326,539

販売費及び一般管理費 552,901

営業損失（△） △ 879,441

営業外収益 

 受取利息 776

 受取手数料 15,130

 その他 9,486

 営業外収益合計 25,393

営業外費用 

 支払利息 367,108

 支払手数料 5,912

 消費税相殺差損 26,583

 その他 5,408

 営業外費用合計 405,014

経常損失（△） △ 1,259,062

特別利益 

 固定資産売却益 96

 関係会社株式売却益 1,214

 特別利益合計 1,310

特別損失 

 固定資産除却損 896

 貸倒引当金繰入額 411,760

 減損損失 1,120

 事業再編損 23,506

 解約違約金 715,619

 解約損失引当金繰入額 95,809

 特別損失合計 1,248,710

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,506,461

法人税、住民税及び事業税 2,313

法人税等調整額 -

法人税等合計 2,313

少数株主利益 15

四半期純損失（△） △ 2,508,791
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

（訂正前） 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４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（△） △ 22,442,911

 減価償却費 24,187

 のれん償却額 98,882

 減損損失 334,255

 事業再編損失 37,080

 販売用不動産評価損 6,064,197

 解約違約金 1,546,119

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 978,827

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,275

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 5,109

 受取利息及び受取配当金 △ 4,165

 支払利息 1,079,222

 投資有価証券評価損益（△は益） 14,999

 株式交付費 1,000

 関係会社株式売却損益（△は益） 16,248

 固定資産売却損益（△は益） 1,538

 固定資産除却損 19,805

 売上債権の増減額（△は増加） 33,508

 たな卸資産の増減額（△は増加） 14,115,298

 前渡金の増減額（△は増加） △ 763,375

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,762,963

 仕入債務の増減額（△は減少） 99,648

 未払消費税等の増減額（△は減少） 93,402

 前受金の増減額（△は減少） △ 112,393

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,747,778

 その他 108,041

 持分法による投資損益（△は益） 19,255

 小計 4,912,927

 利息及び配当金の受取額 4,165

 利息の支払額 △ 1,477,973

 法人税等の支払額 △ 270

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,438,848
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当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４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 △8,000

 定期預金の払戻による収入 29,514

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
488,567

 有形固定資産の取得による支出 △ 1,966

 有形固定資産の売却による収入 17,684

 無形固定資産の売却による収入 245

 貸付金の回収による収入 992,070

 差入保証金の差入による支出 △4,660

 差入保証金の回収による収入 57,061

 その他 40,219

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,610,735

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） △ 8,042,403

 長期借入金の返済による支出 △ 142,499

 その他 △1,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,185,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,136,318

現金及び現金同等物の期首残高 3,226,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,539
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（訂正後） 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４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（△） △ 17,014,477

 減価償却費 24,187

 のれん償却額 98,882

 減損損失 334,255

 事業再編損失 37,080

 販売用不動産評価損 4,460,091

 解約違約金 981,119

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 1,010,611

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,275

 解約損失引当金の増減額（△は減少） 1,344,180

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 5,109

 受取利息及び受取配当金 △ 4,165

 支払利息 1,079,222

 投資有価証券評価損益（△は益） 14,999

 株式交付費 1,000

 関係会社株式売却損益（△は益） 16,248

 固定資産売却損益（△は益） 1,538

 固定資産除却損 19,805

 売上債権の増減額（△は増加） 33,508

 たな卸資産の増減額（△は増加） 13,605,251

 前渡金の増減額（△は増加） △ 47,756

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,762,963

 仕入債務の増減額（△は減少） 99,648

 未払消費税等の増減額（△は減少） 93,402

 前受金の増減額（△は減少） △ 112,393

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 321,528

 その他 △ 2,243,004

 持分法による投資損益（△は益） 19,255

 小計 4,912,927

 利息及び配当金の受取額 4,165

 利息の支払額 △ 1,477,973

 法人税等の支払額 △ 270

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,438,848
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当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年８月１日 

 至 平成 21 年４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 △8,000

 定期預金の払戻による収入 29,514

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
488,567

 有形固定資産の取得による支出 △ 1,966

 有形固定資産の売却による収入 17,684

 無形固定資産の売却による収入 245

 貸付金の回収による収入 992,070

 差入保証金の差入による支出 △4,660

 差入保証金の回収による収入 57,061

 その他 40,219

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,610,735

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） △ 8,042,403

 長期借入金の返済による支出 △ 142,499

 その他 △1,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,185,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,136,318

現金及び現金同等物の期首残高 3,226,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,539

 



―17― 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間(自 平成 20 年８月１日 至 平成 21 年４月 30 日) 
 
（訂正前） 

 不動産再活
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 

5,829,018 1,993,722 7,822,741 ― 7,822,741

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 1,883 1,883 (1,883) ―

計 5,829,018 1,995,606 7,824,624 (1,883) 7,822,741

営業損失（△） △8,948,228 177,820 △8,770,408 (1,075,807) △9,846,216

(注) １ 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、

新築オフィスビル等の販売 

(2) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

 

（訂正後） 

 不動産再活
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 

5,829,018 1,993,722 7,822,741 ― 7,822,741

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 1,883 1,883 (1,883) ―

計 5,829,018 1,995,606 7,824,624 (1,883) 7,822,741

営業損失（△） △8,438,181 177,820 △8,260,361 (1,075,807) △9,336,169

(注) １ 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、

新築オフィスビル等の販売 

(2) その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 
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「参考」 

前年同四半期に係る財務諸表 

 (1) 第３四半期連結損益計算書 

（訂正前） 

 前第３四半期連結会計期間 

 (自 平成19年８月１日 
 至 平成20年４月30日) 

区分 金額(千円) 百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 57,776,273 100.0

Ⅱ 売上原価 47,497,757 82.2

   売上総利益 10,278,515 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,510,018 7.8

   営業利益 5,768,497 10.0

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 27,092

 ２ 受取手数料 98,761

 ３ その他 63,421 189,275 0.3

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 935,397

 ２ 支払手数料 549,261

 ３ 消費税相殺差損 150,652

 ４ 株式交付費 92,718

 ５ その他 50,442 1,778,471 3.1

   経常利益 4,179,301 7.2

Ⅵ 特別利益 

 １ 固定資産売却益 3,750

 ２ 投資有価証券売却益 29,024

 ３ 賞与引当金戻入益 4,256

 ４ 債務免除益 15,000

 ５ 持分変動利益 29,567 81,598 0.1

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 10,473

 ２ 固定資産売却損 11,424

 ３ 事業再編費用 489,895

 ４ 減損損失 9,442

 ５ 投資有価証券評価損 14,573

 ６ 投資有価証券売却損  4,537 540,346 0.9

   税金等調整前 
   四半期純利益 3,720,552 6.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

1,467,705

   法人税等調整額 76,436 1,544,142 2.7

   少数株主損失（△） △29,109 △0.1

   四半期純利益 2,205,519 3.8
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（訂正後） 

 前第３四半期連結会計期間 

 (自 平成19年８月１日 
 至 平成20年４月30日) 

区分 金額(千円) 百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 41,115,820 100.0

Ⅱ 売上原価 39,936,513 97.1

   売上総利益 1,179,307 2.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,495,967 10.9

   営業利益 △3,316,660 △8.1

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 27,092

 ２ 受取手数料 98,761

 ３ その他 63,421 189,275 0.5

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 935,397

 ２ 支払手数料 549,261

 ３ 消費税相殺差損 150,652

 ４ 株式交付費 92,718

 ５ その他 50,442 1,778,471 4.3

   経常利益 △4,905,856 △11.9

Ⅵ 特別利益 

 １ 固定資産売却益 3,750

 ２ 投資有価証券売却益 29,024

 ３ 賞与引当金戻入益 4,256

 ４ 債務免除益 15,000

 ５ 持分変動利益 29,567 81,598 0.2

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除却損 10,473

 ２ 固定資産売却損 11,424

 ３ 事業再編費用 879,012

 ４ 減損損失 9,442

 ５ 投資有価証券評価損 14,573

 ６ 投資有価証券売却損  4,537

 ７ 解約損失引当金繰入額 1,990,000 2,919,463 7.1

   税金等調整前 
   四半期純利益 

△7,743,721 △18.8

   法人税、住民税 
   及び事業税 

1,467,705

   法人税等調整額 335,848 1,803,554 4.4

   少数株主損失（△） △29,109 △0.1

   四半期純利益 △9,518,166 △23.2

 



―20― 

 

(2) 第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 前第３四半期連結会計期間

 (自 平成19年８月１日
 至 平成20年４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 
 １ 税金等調整前 
   四半期純利益 

3,720,552

 ２ 減価償却費 88,141

 ３ のれん償却 179,576

 ４ 減損損失 9,442

 ５ 貸倒引当金の増加額 97,278

 ６ 賞与引当金の増加額 22,504

 ７ 役員賞与引当金の減少額 △4,500

 ８ 完成工事補償引当金の増加額 8,435

 ９ 退職給付引当金の 
   増加額 4,824

 10 受取利息及び受取配当金 △27,092

 11 支払利息 935,397

 12 投資有価証券売却益 △29,024

 13 投資有価証券売却損 4,537

 14 投資有価証券評価損 14,573

 15 株式交付費 92,718

 16 固定資産除却損 10,473

 17 固定資産売却損益 7,673

 18 持分変動利益 △29,567

 19 売上債権の増加額 △35

 20 たな卸資産の増加額 △53,831,686

 21 前渡金の増加額 △3,089,952

 22 その他流動資産の 
   増加額 △841,377

 23 仕入債務の減少額 △188,104

 24 未払消費税等の 
   減少額 

△16,233

 25 前受金の増加額 585,520

 26 その他流動負債の 
   減少額 

△786,096

 27 事業再編費用 489,895

    小計 △52,572,125

 28 利息及び配当金の受取額 27,092

 29 利息の支払額 △859,361

 30 法人税等の支払額 △6,056,463

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー △59,460,857
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 前第３四半期連結会計期間

 (自 平成19年８月１日
 至 平成20年４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 
 １ 定期預金の預入 
   による支出 △193,980

 ２ 定期預金の払戻 
   による収入 36,000

 ３ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の売却による収入 625,006

 ４ 出資金の取得による支出 △220

 ５ 出資金の回収による収入 145

 ６ 投資有価証券 
   の売却による収入 40,100

 ７ 有形固定資産 
   の売却による収入 5,287

 ８ 有形固定資産 
   の取得による支出 △54,670

 ９ 無形固定資産 
   の取得による支出 △9,021

 10 差入保証金の支払による支出 △2,966,508

 11 差入保証金の返還による収入 305

 12 貸付による支出 △3,068,383

 13 貸付金の回収による収入 2

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

△5,585,939

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の純増加額 31,902,396

 ２ 長期借入れによる収入 500,000

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出 

△24,057

 ４ 社債の発行による収入 10,187,720

 ５ 株式の発行による収入 20,012,408
 ６ 少数株主への株式の発行 
   による収入 

20,000

 ７ 配当金の支払額 △1,938,509

 ８ その他 △92,718

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

60,567,240

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の減少額 

△4,479,557

Ⅴ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少高 △513,739

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

8,253,931

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末残高 

3,260,634

 
 



―22― 

 
（訂正後） 

 前第３四半期連結会計期間

 (自 平成19年８月１日
 至 平成20年４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 
 １ 税金等調整前 
   四半期純損失 

△7,743,721

 ２ 減価償却費 88,141

 ３ のれん償却 179,576

 ４ 減損損失 9,442

 ５ 貸倒引当金の増加額 83,227

 ６ 解約損失引当金 1,990,000

 ７ 賞与引当金の増加額 22,504

 ８ 役員賞与引当金の減少額 △4,500

 ９ 完成工事補償引当金の増加額 8,435

 10 退職給付引当金の 
   増加額 

4,824

 11 受取利息及び受取配当金 △27,092

 12 支払利息 935,397

 13 投資有価証券売却益 △29,024

 14 投資有価証券売却損 4,537

 15 投資有価証券評価損 14,573

 16 株式交付費 92,718

 17 固定資産除却損 10,473

 18 固定資産売却損益 7,673

 19 持分変動利益 △29,567

 20 売上債権の増加額 △35

 21 たな卸資産の増加額 △46,230,608

 22 前渡金の増加額 △1,289,952
 23 その他流動資産の 
   増加額 

△841,377

 24 仕入債務の減少額 △188,104
 25 未払消費税等の 
   減少額 

△16,233

 26 前受金の増加額 585,520
 27 その他流動負債の 
   減少額 △1,087,966

 28 事業再編費用 879,012

    小計 △52,572,125

 29 利息及び配当金の受取額 27,092

 30 利息の支払額 △859,361

 31 法人税等の支払額 △6,056,463

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

△59,460,857
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 前第３四半期連結会計期間

 (自 平成19年８月１日
 至 平成20年４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 
 １ 定期預金の預入 
   による支出 △193,980

 ２ 定期預金の払戻 
   による収入 36,000

 ３ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の売却による収入 625,006

 ４ 出資金の取得による支出 △220

 ５ 出資金の回収による収入 145

 ６ 投資有価証券 
   の売却による収入 40,100

 ７ 有形固定資産 
   の売却による収入 5,287

 ８ 有形固定資産 
   の取得による支出 △54,670

 ９ 無形固定資産 
   の取得による支出 △9,021

 10 差入保証金の支払による支出 △2,966,508

 11 差入保証金の返還による収入 305

 12 貸付による支出 △3,068,383

 13 貸付金の回収による収入 2

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

△5,585,939

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の純増加額 31,902,396

 ２ 長期借入れによる収入 500,000

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出 

△24,057

 ４ 社債の発行による収入 10,187,720

 ５ 株式の発行による収入 20,012,408
 ６ 少数株主への株式の発行 
   による収入 

20,000

 ７ 配当金の支払額 △1,938,509

 ８ その他 △92,718

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

60,567,240

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  の減少額 

△4,479,557

Ⅴ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少高 △513,739

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高 

8,253,931

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末残高 

3,260,634
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(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年４月 30 日） 

 

（訂正前） 

 不動産再活
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 

53,537,879 4,238,394 57,776,273 ― 57,776,273

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 975,901 975,901 (975,901) ―

計 53,537,879 5,214,295 58,752,174 (975,901) 57,776,273

営業費用 47,257,990 3,588,577 50,846,567 1,161,208 52,007,776

営業利益 6,279,888 1,625,718 7,905,606 (2,137,109) 5,768,497

(注）１ 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、

新築オフィスビル等の販売 

(2) その他事業…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

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の金額は、2,105,957 千円で

あり、その主なものは、管理部門にかかる営業費用であります。 

 

（訂正後） 

 不動産再活
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 

36,877,426 4,238,394 41,115,820 ― 41,115,820

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 975,901 975,901 (975,901) ―

計 36,877,426 5,214,295 42,091,721 (975,901) 41,115,820

営業費用 39,682,695 3,588,577 43,271,272 1,161,208 44,432,481

営業利益 △2,805,268 1,625,718 △1,179,550 (2,137,109) △3,316,660

(注）１ 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、

新築オフィスビル等の販売 

(2) その他事業…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等 

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の金額は、1,161,208 千円で

あり、その主なものは、管理部門にかかる営業費用であります。 

  


