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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 783 △96.4 △199 ― △918 ― △2,967 ―
21年3月期第3四半期 20,989 ― △973 ― △1,190 ― △3,004 ―

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 △87.07 ―
21年3月期第3四半期 △110.17 ―

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 16,604 △2,067 △12.7 △43.83
21年3月期 21,908 480 2.0 15.95

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  △2,114百万円 21年3月期  439百万円

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  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 1,047 △96.1 △196 ― △1,159 ― △3,347 ― △98.21
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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  
（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は本資料において修正を行っております。 
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。 

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3四半期 48,176,701株 21年3月期  27,276,701株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  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3四半期 34,079,722株 21年3月期第3四半期 27,274,289株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に経済対策の効果や生産調整による在庫調整等により株価

や生産に回復の兆しがありましたが、民間設備投資の大幅な減少や雇用・所得環境の不安による個人消費の低迷など

により、国内景気は依然先行き不透明ななか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

環境は依然厳しい状況が続いており、先行きは引き続き不透明な状況となっております。 

 このような状況のもと、当社グループは前連結会計年度に引き続き、市場環境の変化に対応できる組織再編と経営

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、販売管理費の削減等を行ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高783百万円（前期比96.3％減）、営業損失199百万円（前年

同四半期は973百万円の損失）、経常損失918百万円（前年同四半期は1,190百万円の損失）となりました。これに特

別利益790百万円、特別損失2,847百万円を計上し、四半期純損失2,967百万円（前年同四半期は3,004百万円の損失）

となりました。  

 第３四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1,536百万円減少、短期貸付金回収等により短期貸付金が1,293百万円減少し、流動資産

合計は3,057百万円減少の1,582百万円となり、固定資産の売却等により、固定資産合計は2,246百万円減少し、前連

結会計年度末に比べ5,303百万円減少の16,604百万円となりました。 

 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111百万円減少し、短期借入金

返済により短期借入金が1,374百万円減少したこと等により、流動負債計が1,465百万円減少し、長期借入金返済や負

ののれん減少等により固定負債が1,290百万円減少したことにより、2,756百万円減少の18,671百万円となりました。

 純資産の残高は、当四半期純損失の2,967百万円の計上があり、第三者割当増資や新株予約権行使による資本増強

414百万円はありましたが、前連結会計年度末に比べ2,547百万円減少の2,067百万円の債務超過となりました。   

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月31日に公表した業績予想を修正いたしました。業績予想

の修正内容につきましては、本日（平成22年２月15日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 なお、業績予想につきましては本資料の発表日において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は今後様々な

要因により予想数値と異なる可能性があります。  

 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、平成21年12月18日付けで連結子会社であった株式会社ＫＲコーポレイションは、当社が所有する株式

をすべて売却したため、また、当第３四半期会計期間中に株式会社第一土木コンサルタントは、事業を売却し会

社清算の準備に入り重要性が無くなったため、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。  

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３四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。  

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）

（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
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 該当事項はありません。  

 前連結会計年度からのサブプライムローン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、資材の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おります。これによ

り前連結会計年度において、売上高の大幅な減少による営業損失1,347百万円、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5,725百万円を計上したこと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で締結しておりますコミットメントライン等に

付与されております財務制限条項に抵触致しました。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。 

 また、当第３四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

による当社グループの事業環境は依然として厳しい状況が続き、営業損失199百万円、経常損失918百万円、四半

期純損失2,967百万円を計上し、純資産は2,067百万円の債務超過状況となっております。 

 当社グループはこの状況を解消するために、前連結会計年度より子会社株式の一部又は全株式の売却、不採算

会社の規模縮小又は事業の精算、グループ全体の販管費削減、遊休不動産等の売却及び貸付金の回収等、並びに

金融機関への支援要請を行い、さらに第三者割当増資と新株予約権による資金調達を行い、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３四半期連結会計期間末において

５社までに減少し、今後も上記施策を推しすすめるとともに、事業会社の再構築をすすめ、収益力の向上に努

め、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。 

（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   

現金預金 118,834 218,432

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

121,223 1,657,810

その他のたな卸資産 55,032 263,312

短期貸付金 267,436 1,560,545

その他 1,057,748 1,022,414

貸倒引当金 △37,955 △82,417

流動資産合計 1,582,320 4,640,097

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,448,770 3,280,238

土地 2,161,238 3,906,228

その他（純額） 58,245 69,330

有形固定資産計 4,668,254 7,255,797

無形固定資産   

のれん 1,783,398 1,865,872

その他 3,854 5,494

無形固定資産計 1,787,253 1,871,366

投資その他の資産   

長期貸付金 9,052,756 8,708,551

その他 3,132,477 1,645,418

貸倒引当金 △3,618,505 △2,212,688

投資その他の資産計 8,566,728 8,141,281

固定資産合計 15,022,236 17,268,446

資産合計 16,604,557 21,908,543
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（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   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 90 111,572

短期借入金 13,241,774 14,616,706

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 13,007 26,195

未成業務受入金及び未成工事受入金 29,840 68,662

賞与引当金 － 1,453

受注損失引当金 737 803

その他 2,048,084 1,973,881

流動負債合計 15,433,535 16,899,275

固定負債   

長期借入金 2,638,023 2,989,934

債務保証損失引当金 505,101 614,000

負ののれん － 610,308

その他 95,173 314,584

固定負債合計 3,238,298 4,528,827

負債合計 18,671,834 21,428,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,741,330 2,534,105

資本剰余金 2,721,997 2,514,772

利益剰余金 △7,576,721 △4,608,640

自己株式 △947 △947

株主資本合計 △2,114,341 439,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,078 △4,299

評価・換算差額等合計 3,078 △4,299

新株予約権 8,550 0

少数株主持分 35,436 45,450

純資産合計 △2,067,276 480,440

負債純資産合計 16,604,557 21,908,543
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（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 20,989,000 783,271

売上原価 18,805,541 403,126

売上総利益 2,183,458 380,144

販売費及び一般管理費 3,156,661 579,614

営業損失（△） △973,202 △199,470

営業外収益   

受取利息 163,712 11,509

負ののれん償却額 239,139 91,435

その他 120,957 75,315

営業外収益合計 523,809 178,260

営業外費用   

支払利息 509,893 159,834

貸倒引当金繰入額 77,794 －

持分法による投資損失 56,749 13,344

遅延損害金 － 620,519

その他 97,007 103,500

営業外費用合計 741,445 897,199

経常損失（△） △1,190,838 △918,409

特別利益   

関係会社株式売却益 18,796 96,294

貸倒引当金戻入額 － 383,959

固定資産売却益 337,100 5,803

事業譲渡益 500,000 192,790

債務保証損失引当金戻入額 － 108,898

その他 4,550 2,585

特別利益合計 860,448 790,331

特別損失   

投資有価証券売却損 11,802 4,569

関係会社株式売却損 27,178 88,227

貸倒引当金繰入額 2,019,699 1,904,652

貸倒損失 11,003 3,867

固定資産売却損 － 461,005

固定資産除却損 35,513 875

債務保証損失引当金繰入額 45,673 －

事業整理損 378,297 －

減損損失 4,536 362,070

その他 58,269 21,750

特別損失合計 2,591,973 2,847,018

税金等調整前四半期純損失（△） △2,922,363 △2,975,095

法人税、住民税及び事業税 23,557 1,958

法人税等還付税額 △25,275 －

法人税等調整額 83,511 374

法人税等合計 81,792 2,333

少数株主利益又は少数株主損失（△） 668 △10,014

四半期純損失（△） △3,004,825 △2,967,415
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 7,573,441 272,371

売上原価 6,711,528 101,676

売上総利益 861,913 170,694

販売費及び一般管理費 937,837 89,414

営業利益又は営業損失（△） △75,924 81,279

営業外収益   

受取利息 110,530 －

貸倒引当金戻入額 － 40,447

負ののれん償却額 78,476 30,478

持分法による投資利益 4,369 7,805

その他 46,956 31,081

営業外収益合計 240,331 109,814

営業外費用   

支払利息 236,736 62,446

遅延損害金 － 213,961

その他 45,358 48,530

営業外費用合計 282,095 324,937

経常損失（△） △117,688 △133,843

特別利益   

関係会社株式売却益 18,796 304

賞与引当金戻入額 5,739 －

貸倒引当金戻入額 43,963 118,089

固定資産売却益 141,368 3,403

債務保証損失引当金戻入額 1,759 33,129

事業譲渡益 500,000 －

その他 855 －

特別利益合計 712,483 154,927

特別損失   

固定資産除却損 17,819 300

固定資産売却損 － 279,594

投資有価証券売却損 11,802 4,569

関係会社株式売却損 9 78,709

貸倒引当金繰入額 625,060 1,892,470

貸倒損失 1,203 －

事業整理損 378,297 －

減損損失 1,134 362,070

その他 22,457 －

特別損失合計 1,057,783 2,617,713

税金等調整前四半期純損失（△） △462,987 △2,596,629

法人税、住民税及び事業税 5,110 136

法人税等調整額 194,858 374

法人税等合計 199,968 511

少数株主利益 1,194 11,973

四半期純損失（△） △664,151 △2,609,114
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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（△） △2,922,363 △2,975,095

減価償却費 446,957 87,798

減損損失 － 362,070

のれん償却額 △107,066 △8,962

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,094,393 1,513,548

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,090 △1,453

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,486 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 48,980 145

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,440 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 45,673 △108,898

受取利息及び受取配当金 △164,808 △11,840

支払利息 509,893 159,834

固定資産売却損益（△は益） △315,086 455,202

固定資産除却損 35,513 875

投資有価証券売却損益（△は益） 11,802 3,437

投資有価証券評価損益（△は益） 30,246 21,750

関係会社株式売却損益（△は益） 8,381 △8,066

貸倒損失 11,003 3,867

遅延損害金 － 620,519

事業整理損失 378,297 －

事業譲渡損益（△は益） △500,000 △192,790

持分法による投資損益（△は益） 56,749 13,344

売上債権の増減額（△は増加） 3,291,175 158,714

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△
は増加）

△3,127,017 △6,046

販売用不動産の増減額（△は増加） △575,584 －

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △131,735 38,036

仕入債務の増減額（△は減少） 137,204 △22,975

前渡金の増減額（△は増加） △299,948 △21,345

未払又は未収消費税等の増減額 △60,343 4,246

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

2,424,682 △69

その他 △325,630 139,396

小計 1,007,207 225,244

利息及び配当金の受取額 83,216 9,493

利息の支払額 △440,857 △12,438

法人税等の支払額 △29,223 △14,425

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,342 207,873

- 9 -

㈱塩見ホールディングス(2414)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



（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 △63,821 －

定期預金の払戻による収入 88,345 25,953

有形固定資産の取得による支出 △876,356 △7,346

有形固定資産の売却による収入 1,049,387 366,066

無形固定資産の取得による支出 △9,934 －

無形固定資産の売却による収入 3,898 136

リース用資産の取得による支出 △20,663 －

投資有価証券の取得による支出 △975 △21,898

投資有価証券の売却による収入 24,561 10,311

関係会社株式の売却による収入 32,971 －

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 103,032 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

38 1,460

短期貸付けによる支出 △6,226,474 △1,713,742

短期貸付金の回収による収入 4,199,404 1,803,645

長期貸付けによる支出 △1,882,007 △353,280

長期貸付金の回収による収入 1,016,095 632,958

その他 25,987 △2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,583,618 941,275

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） 2,898,211 △1,464,479

長期借入れによる収入 540,000 234,211

長期借入金の返済による支出 △1,677,720 △392,696

社債の償還による支出 △81,000 －

株式の発行による収入 － 382,430

新株予約権の発行による収入 － 15,000

自己株式の取得による支出 △6 －

配当金の支払額 △326,696 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,352,788 △1,225,760

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △610,560 △76,611

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △73,866 △47

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 701,064 44,135
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 前連結会計年度からのサブプライムローン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、資材の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おります。これによ

り前連結会計年度において、売上高の大幅な減少による営業損失1,347百万円、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5,725百万円を計上したこと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で締結しておりますコミットメントライン等に

付与されております財務制限条項に抵触致しました。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。 

 また、当第３四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

による当社グループの事業環境は依然として厳しい状況が続き、営業損失199百万円、経常損失918百万円、四半

期純損失2,967百万円を計上し、純資産は2,067百万円の債務超過状況となっております。 

 当社グループはこの状況を解消するために、前連結会計年度より子会社株式の一部又は全株式の売却、不採算

会社の規模縮小又は事業の精算、グループ全体の販管費削減、遊休不動産等の売却及び貸付金の回収等、並びに

金融機関への支援要請を行い、さらに第三者割当増資と新株予約権による資金調達を行い、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３四半期連結会計期間末において

５社までに減少し、今後も上記施策を推しすすめるとともに、事業会社の再構築をすすめ、収益力の向上に努

め、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・事業会社の再構築が計画どおりに進行しない可能性があるた

め、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、また、増資は予定どおり行使さ

れない可能性があるため、現時点では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。  

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） 

（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 

（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〕

  
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  

2,167,182 15,686,289 2,447,257 130,697 557,572 20,989,000 － 20,989,000

(2)セグメント

間の内部売上高

又は振替高  

12,698 13,380 143,178 105,781 68,791 343,830 (343,830) －

計  2,179,881 15,699,670 2,590,436 236,479 626,364 21,332,830 (343,830) 20,989,000

営業利益又は

営業損失(△) 
 △185,300 △773 △128,738 144,016 △56,565 △227,362 (745,840) △973,202

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 
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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） 

（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．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、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） 

 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） 

 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い込みを受

けました。この結果、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、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。 

 また、平成21年９月29日開催の取締役会において、第三者割当による新株予約権の発行を決議しております。

この発行に伴い、当第３四半期連結会計期間において、当該新株予約権の権利行使が行われ、資本金及び資本準

備金はそれぞれ57百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金2,741百万円及び資本準備金2,721

百万円となっております。  

  
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  

118,626 139,650 379,088 145,904 783,271 － 783,271

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高  
－ 675 － － 675 (675) －

計  118,626 140,325 379,088 145,904 783,946 (675) 783,271

営業利益又は営業損失(△)  △64,824 △35,319 67,243 △73,748 △106,648 (92,821) △199,470

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 

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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