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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 25,778 △36.2 △1,286 ― △1,741 ― △1,981 ―
21年3月期第3四半期 40,389 ― △3,152 ― △3,559 ― △7,107 ―

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3四半期 △169.53 ―
21年3月期第3四半期 △642.55 ―

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3四半期 26,055 △870 △3.3 △74.47
21年3月期 34,612 951 2.7 81.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  △870百万円 21年3月期  951百万円

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 37,730 △28.8 △430 ― △830 ― △930 ― △79.56



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） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．「その他」をご覧ください。 

(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 
平成21年11月11日に公表いたしました連結業績予想を修正しておりません。 
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。業績予想のぜんてい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
きましては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】３．「連結通期業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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3四半期 11,820,963株 21年3月期  11,820,963株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  132,015株 21年3月期  132,015株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 11,688,948株 21年3月期第3四半期 11,066,383株



 当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益の低下や雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など、依然として厳

しい状況のまま推移いたしました。当社グループが属する不動産業界におきましても、昨年来より依然、厳しい状況

が続いております。 

 このような中、当第３四半期連結累計期間は、売上高257億７千８百万円（前年同期比36.2％減）、営業損失12億 

８千６百万円（前年同期は31億５千２百万円の損失）、経常損失17億４千１百万円（前年同期は35億５千９百万円の

損失）、四半期純損失19億８千１百万円（前年同期は71億７百万円の損失）となりました。 

 売上高については、前第３四半期連結累計期間に比べ、大型開発物件の売却件数が減少したため、売上高は大幅に

減少しております。 

 営業利益については、グループを挙げて更なる販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、PM事業においては住

居系PM事業の業績が低迷したこと、AM事業においては事業系、住居系ともに不動産市況の低迷が続いたことにより、

前年同期に引き続き、営業損失を計上しております。 

 当社グループは、今般の不動産市況の悪化に際し、他のアセットと比べ、物流不動産が景気の動向に大きく左右さ

れないこと、また創業以来のサブリース事業を中核とする事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場競

争力を有するものであることを再認識しており、事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特化を推進し

ております。 

 具体的な施策としては、７月より組織変更を行い、サブリース事業の空室物件の入居付けを行なう部門を新設し、

空室の改善による収益改善に取り組んでおります。また、並行してサブリース事業における原価（借上賃料）の削減

に取り組み、原価低減による収益改善に取り組んでおります。 

 

事業の種類別セグメントの概況は、以下の通りであります。 

（ＰＭ事業） 

 売上高は200億７千８百万円（前年同期比5.7％増）となりました。当該事業における当第３四半期連結累計期間 

の業績は、前第１四半期連結累計期間においては、㈱天幸総建が連結の範囲ではなかったため、売上高は増加してい

ます。営業利益につきましては、住居系PM事業の業績の低迷を主要因とし、２億８千７百万円の営業損失（前年同期

は１億４千１百万円の営業損失）を計上しています。 

（ＡＭ事業） 

 売上高は57億３千９百万円（前年同期比73.4％減）となりました。当該事業における当第３四半期連結累計期間の

業績は、前年同期より開発案件の売却件数が減ったため、売上高は減少しています。営業利益につきましては、不動

産市況の低迷及び融資環境の悪化を受け、売却価格が下落し、当初予定していた利益の確保ができず、５千９百万円

の営業損失（前年同期は15億３百万円の営業損失）を計上しております。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は260億５千５百万円（前期末比24.7％減）、純資産は８億７千万円

のマイナス（前期末は９億５千１百万円のプラス）となりました。 

（資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は260億５千５百万円（前期末比24.7％減）となりました。これは、た 

な卸資産の売却により、流動資産が減少したことを主要因とするものです。 

（負債の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は269億２千５百万円（前期末比20.0％減）となりました。これは、た 

な卸資産の売却を行い、借入金の返済を進めたことを主要因とするものです。 

（純資産の部） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は８億７千万円のマイナス（前期末は９億５千１百万円のプラス）と

なりました。これは、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少を主要因とするものです。 

  

キャッシュフローの状況 

 当第３四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、前期末と比較して、７億９

千６百万円減少し、18億６千１百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は11億８百万円（前年同期は23億９千１百万円
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の獲得）となりました。これはたな卸資産の売却を主要因とするものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、獲得した資金は８億６千７百万円（前年同期は９億７千５百

万円の獲得）となりました。これは子会社株式の売却を主要因とするものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は27億７千２百万円（前年同期は53億円の使

用）となりました。これはたな卸資産の売却を行い、借入金の返済を行なったことを主要因とするもので 

す。 

   

 当第３四半期連結累計期間における業績経過は、概ね計画通りに推移しているため、通期業績予想につきまして

は、平成21年11月11日付「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の見通しから、現時点での

変更はございません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、すべての工事契約について工事完成基準を適用しておりま

したが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会 

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用 

し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について 

成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は79,523千円増加し、営業損失、経常損失および税金等調 

整前四半期純損失は、それぞれ6,819千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

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



当社グループは、前第２四半期連結累計期間より経常損失および四半期純損失を計上し、前連結会計年度におい

ても6,062,541千円の経常損失および11,484,288千円の当期純損失を計上し、当社が金融機関数社と締結しているコ

ミットメントライン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生いたしました。また、当第３四半期連結会計期間末

では連結純資産が870,525千円の債務超過となっております。 

平成21年12月31日現在の社債を含む借入総額12,732,910千円のうち当社および連結子会社㈱ＣＲＥアセットの借

入金の合計9,464,968千円については、金融機関等借入先との借入元本の返済方法および利息の支払方法等について

の協議に基づき、平成22年6月末までに再度協議を行う事を前提に、当面の最終返済期日を平成22年6月末とする融

資への借り換え等の変更契約を締結しております。 

しかしながら、上記の変更契約では当面の最終返済期日を平成22年6月末としており、7月以降の返済については6

月に再度協議を予定していることから、今後の資金繰りへの影響が懸念され、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

当社グループは、今般の不動産事業市況において物流不動産が景気の動向に大きく左右されないこと、また創業

以来のサブリース事業を中核とする物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場競争

力を有するものであることから、物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特化と不

採算事業からの撤退を軸とした経営資源の再配分を主とする中期事業計画を策定し、引き続き業績回復に向けて下

記の施策を推進しております。 

（中期事業計画のグループ方針） 

① コアビジネスへの回帰 

物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業を強化し、日本一のプロパティマネジメント事

業会社を目指す。 

（主要な取り組み） 

• サブリース空室物件に対するリーシング活動の強化による売上の改善に加え、賃料減額交渉による売上原価

の削減 

• プロパティマネジメント事業における営業力強化 

② 販管費の更なる削減 

販管費の追加削減を推進し、現状の収益基盤に見合った体制を構築する。 

（主要な取り組み） 

• 不採算事業である開発・販売事業からの撤退による人員削減 

• 本社および福岡支店の移転による地代家賃の削減 

• 管理部門の縮小による人員削減 

  

これら中期事業計画を確実に遂行することで、物流不動産のプロパティマネジメント事業を中心に据えた安定的 

な事業収益が今後見込まれ、当社グループの経営および資金繰りは安定的に推移するものと見込んでおります。 

なお、中期事業計画の遂行にあたって当面必要となる一定の運転資金については、主要な金融機関より支援を得

ております。 

しかし、金融機関等借入先との協議における融資借り換えの結果、当面の最終返済期日を平成22年6月末としてお

り、7月以降の返済については6月に再度協議を予定していることから、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。 

当第３四半期の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しておりますが、当社グループは上記のよう 

な対応策を実行中であり、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は反映しており

ません。  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,055,922 2,936,350

完成工事未収入金 66,918 564,910

未収賃貸料 124,483 196,577

有価証券 288,488 301,652

販売用不動産 4,581,124 9,437,817

未成工事支出金 108,556 179,428

前払賃借料 488,990 675,449

その他 1,227,014 1,711,210

貸倒引当金 △110,352 △117,264

流動資産合計 8,831,144 15,886,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,138,930 3,773,577

土地 1,883,181 2,013,358

リース資産 772,258 771,608

その他 261,346 314,000

減価償却累計額 △2,561,750 △2,516,010

有形固定資産合計 3,493,966 4,356,533

無形固定資産   

のれん 2,180,135 2,345,776

その他 259,103 347,493

無形固定資産合計 2,439,239 2,693,269

投資その他の資産   

投資有価証券 1,419,503 1,311,021

差入保証金 9,022,975 9,685,322

その他 1,470,875 1,245,898

貸倒引当金 △622,692 △569,719

投資その他の資産合計 11,290,661 11,672,522

固定資産合計 17,223,866 18,722,325

繰延資産 8 3,755

資産合計 26,055,020 34,612,211



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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   

工事未払金 184,456 2,711,506

短期借入金 9,851,768 6,536,505

1年内返済予定の長期借入金 401,696 6,098,194

1年内償還予定の社債 215,000 459,400

未成工事受入金 103,541 142,494

リース債務 99,361 114,209

未払法人税等 112,990 117,590

前受賃貸料 1,298,183 1,519,282

賞与引当金 15,385 167,023

工事損失引当金 － 572

賃料保証引当金 449,426 469,045

事業構造改善引当金 290,875 475,828

その他 3,029,590 2,902,067

流動負債合計 16,052,276 21,713,719

固定負債   

社債 197,500 583,400

長期借入金 2,066,946 2,091,896

リース債務 966,894 1,072,170

退職給付引当金 80,003 81,265

役員退職慰労引当金 132,310 124,470

長期賃料保証引当金 95,024 212,672

修繕引当金 5,352 3,345

受入保証金 6,244,538 6,688,961

その他 1,084,701 1,089,218

固定負債合計 10,873,270 11,947,399

負債合計 26,925,546 33,661,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,254,208 3,254,208

資本剰余金 5,349,836 5,349,836

利益剰余金 △9,290,862 △7,333,665

自己株式 △281,864 △281,864

株主資本合計 △968,682 988,514

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,156 △2,169

繰延ヘッジ損益 － △35,251

評価・換算差額等合計 98,156 △37,421

純資産合計 △870,525 951,093

負債純資産合計 26,055,020 34,612,211



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 40,389,680 25,778,431

売上原価 37,015,111 22,501,771

売上総利益 3,374,569 3,276,660

販売費及び一般管理費 6,526,647 4,563,076

営業損失（△） △3,152,078 △1,286,416

営業外収益   

受取利息及び配当金 52,695 30,891

投資有価証券売却益 － 1,000

保険返戻金 － 5,322

金利スワップ評価益 － 6,535

貸倒引当金戻入額 11,755 7,535

その他 134,886 38,317

営業外収益合計 199,337 89,602

営業外費用   

支払利息 378,284 373,503

支払手数料 174,409 135,419

その他 54,361 35,647

営業外費用合計 607,055 544,570

経常損失（△） △3,559,795 △1,741,383

特別利益   

投資有価証券売却益 19,645 10,800

子会社株式売却益 － 289,538

貸倒引当金戻入額 13,632 －

賞与引当金戻入額 54,252 33,036

保険解約返戻金 － 77,672

受取補償金 76,627 －

その他 23,341 13,674

特別利益合計 187,499 424,722

特別損失   

販売用不動産評価損 1,576,769 －

子会社株式売却損 － 31,784

債権放棄損 － 22,500

減損損失 104,175 104,993

投資有価証券売却損 225,798 －

投資有価証券評価損 273,991 4,682

事業構造改善費用 － 153,352

違約金支出 372,799 89,277

その他 29,675 74,394

特別損失合計 2,583,209 480,986

税金等調整前四半期純損失（△） △5,955,505 △1,797,647

法人税等 1,151,919 183,948

四半期純損失（△） △7,107,425 △1,981,596



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △5,955,505 △1,797,647

減価償却費 202,690 214,030

のれん償却額 252,027 165,640

賞与引当金の増減額（△は減少） － △148,548

賃料保証引当金の増減額(△は減少) △135,684 △137,266

工事損失引当金の増減額（△は減少） 234,596 －

投資有価証券評価損益（△は益） 273,991 －

販売用不動産評価損 1,576,769 －

受取利息及び受取配当金 △52,695 △30,891

支払利息 378,284 373,503

子会社株式売却損益（△は益） － △257,753

減損損失 104,175 104,993

売上債権の増減額（△は増加） 41,427 535,771

営業貸付金の増減額（△は増加） △64,509 20,423

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,538,560 4,748,714

仕入債務の増減額（△は減少） △3,809,277 △2,401,198

未成工事受入金の増減額（△は減少） 474,288 △43,953

前受金の増減額（△は減少） 93,682 －

前受賃貸料の増減額(△は減少) － △148,790

預り金の増減額（△は減少） △143,348 122,110

敷金及び保証金の増減額（△は増加） － 197,419

長期未収入金の増減額（△は増加） － △191,520

前渡金の増減額（△は増加） 119,644 －

前払費用の増減額（△は増加） － 159,693

前払賃借料の増減額（△は増加） － 155,607

仮払金の増減額（△は増加） 117,184 91,819

未払金の増減額（△は減少） △313,010 △270,535

未払消費税等の増減額（△は減少） － 133,175

未払費用の増減額（△は減少） 193,076 114,120

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △184,952

保険積立金の増減額（△は増加） － △112,893

その他 211,294 106,166

利息及び配当金の受取額 44,102 29,112

利息の支払額 △327,950 △306,754

法人税等の支払額 △662,533 △131,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,391,280 1,108,224



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △128,191 △44,259

定期預金の払戻による収入 214,252 128,259

投資有価証券の取得による支出 △33,444 △1,554

投資有価証券の売却による収入 310,925 41,050

有形固定資産の取得による支出 △467,848 △49,467

有形固定資産の売却による収入 － 11,440

無形固定資産の売却による収入 － 40,956

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

79,564 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 548,489

貸付けによる支出 △26,512 －

貸付金の回収による収入 748,403 199,176

事業譲渡による収入 296,052 －

その他 △17,277 △6,621

投資活動によるキャッシュ・フロー 975,925 867,470

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 13,870,210 2,060,000

短期借入金の返済による支出 △16,655,717 △3,441,144

リース債務の返済による支出 － △155,381

長期借入れによる収入 2,063,000 660,000

長期借入金の返済による支出 △4,320,905 △1,340,013

社債の発行による収入 296,123 －

社債の償還による支出 △351,400 △551,900

株式の発行による収入 3,079 －

配当金の支払額 △205,349 △3,718

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,300,959 △2,772,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,933,752 △796,462

現金及び現金同等物の期首残高 5,070,209 2,658,124

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,136,456 1,861,662



当社グループは、前第２四半期連結累計期間より経常損失および四半期純損失を計上し、前連結会計年度におい

ても6,062,541千円の経常損失および11,484,288千円の当期純損失を計上し、当社が金融機関数社と締結しているコ

ミットメントライン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生いたしました。また、当第３四半期連結会計期間末

では連結純資産が870,525千円の債務超過となっております。 

平成21年12月31日現在の社債を含む借入総額12,732,910千円のうち当社および連結子会社㈱ＣＲＥアセットの借

入金の合計9,464,968千円については、金融機関等借入先との借入元本の返済方法および利息の支払方法等について

の協議に基づき、平成22年6月末までに再度協議を行う事を前提に、当面の最終返済期日を平成22年6月末とする融

資への借り換え等の変更契約を締結しております。 

しかしながら、上記の変更契約では当面の最終返済期日を平成22年6月末としており、7月以降の返済については6

月に再度協議を予定していることから、今後の資金繰りへの影響が懸念され、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

当社グループは、今般の不動産事業市況において物流不動産が景気の動向に大きく左右されないこと、また創業

以来のサブリース事業を中核とする物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業が特に市場競争

力を有するものであることから、物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業への集中特化と不

採算事業からの撤退を軸とした経営資源の再配分を主とする中期事業計画を策定し、引き続き業績回復に向けて下

記の施策を推進しております。 

（中期事業計画のグループ方針） 

① コアビジネスへの回帰 

物流を中心とした事業系不動産のプロパティマネジメント事業を強化し、日本一のプロパティマネジメント事

業会社を目指す。 

（主要な取り組み） 

• サブリース空室物件に対するリーシング活動の強化による売上の改善に加え、賃料減額交渉による売上原価

の削減 

• プロパティマネジメント事業における営業力強化 

② 販管費の更なる削減 

販管費の追加削減を推進し、現状の収益基盤に見合った体制を構築する。 

（主要な取り組み） 

• 不採算事業である開発・販売事業からの撤退による人員削減 

• 本社および福岡支店の移転による地代家賃の削減 

• 管理部門の縮小による人員削減 

  

これら中期事業計画を確実に遂行することで、物流不動産のプロパティマネジメント事業を中心に据えた安定的 

な事業収益が今後見込まれ、当社グループの経営および資金繰りは安定的に推移するものと見込んでおります。 

なお、中期事業計画の遂行にあたって当面必要となる一定の運転資金については、主要な金融機関より支援を得

ております。 

しかし、金融機関等借入先との協議における融資借り換えの結果、当面の最終返済期日を平成22年6月末としてお

り、7月以降の返済については6月に再度協議を予定していることから、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。 

当第３四半期の四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しておりますが、当社グループは上記のよう 

な対応策を実行中であり、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は反映しており

ません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記



前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ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  7,281,204  3,495,698  10,776,902  －  10,776,902

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 60,452  16  60,469  (60,469)  －

計  7,341,656  3,495,715  10,837,372  (60,469)  10,776,902

営業損失（△）  △89,380  △2,090,508  △2,179,889  (495,421)  △2,675,311

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ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  6,237,562  772,174  7,009,736  －  7,009,736

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5,206  －  5,206  (5,206)  －

計  6,242,769  772,174  7,014,943  (5,206)  7,009,736

営業損失（△）  △286,384  △21,059  △307,443  (283,057)  △590,500

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ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  18,847,350  21,542,330  40,389,680  －  40,389,680

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 142,893  2,441  145,334  (145,334)  －

計  18,990,243  21,544,771  40,535,015  (145,334)  40,389,680

営業損失（△）  △141,029  △1,503,094  △1,644,123  (1,507,954)  △3,152,078

  
ＰＭ事業 
（千円） 

ＡＭ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  20,039,842  5,738,589  25,778,431  －  25,778,431

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 38,874  1,250  40,124  (40,124)  －

計  20,078,716  5,739,840  25,818,556  (40,124)  25,778,431

営業損失（△）  △287,858  △59,029  △346,887  (939,528)  △1,286,416



（注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業内容を勘案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 

ＰＭ事業：事業系・住居系不動産の賃貸借、管理運営、仲介等 

ＡＭ事業：事業系・住居系不動産の開発事業、販売事業等 

３．会計処理の方法の変更 

 前第３四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「（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」に記載のとおり、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）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営

業損失は、ＡＭ事業で279,362千円増加しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間 

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 「（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」に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用

し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 この変更に伴い、ＡＭ事業において、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売

上高は79,523千円増加し、営業損失は6,819千円減少しております。  

  

  

  

前第３四半期連結会計期間(自平成20年10月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計期間(自平成21年

10月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自平成21年

４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結会計期間(自平成20年10月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計期間(自平成21年

10月１日 至平成21年12月31日) 

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自平成21年

４月１日 至平成21年12月31日) 

  

海外売上高がないため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〕



  

当第３四半期連結累計期間における株主資本の各項目の主な変動事由及びその金額は、次のとおりであります。 

（注１）㈱ユーティライズ、㈱コスモライト、㈱ＣＲＥ投資顧問（平成22年２月１日付で公共投資顧問㈱に商号変更） 

    の連結除外（売却）による減少であります。 

（注２）㈱ＣＲＥ投資顧問（平成22年２月１日付で公共投資顧問㈱に商号変更）の持分法適用による増加であります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

 平成21年３月31日残高（千円)  3,254,208  5,349,836  △7,333,665  △281,864  988,514

 第３四半期連結累計期間中の変動額                  

  四半期純損失      △1,981,596    △1,981,596

  連結除外による減少（注１）      △806      △806

  持分法適用による増加（注２）      25,206      25,206

 第３四半期連結累計期間中の変動額 

 合計 
－ －  △1,957,196 －  △1,957,196

 平成21年12月31日残高（千円）  3,254,208  5,349,836   △9,290,862   △281,864     △968,682
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