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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年1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7月期第2四半期 10,358 △68.2 363 ― 106 ― 200 ―
21年7月期第2四半期 32,591 ― △1,673 ― △2,125 ― △2,726 ―

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7月期第2四半期 20.77 ―
21年7月期第2四半期 △282.18 ―

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7月期第2四半期 21,846 2,818 12.8 288.36
21年7月期 29,550 2,674 8.9 272.72

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  2,785百万円 21年7月期  2,634百万円

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7月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22年7月期 0.00 0.00
22年7月期 

（予想） 0.00 0.00 0.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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 15,150 △72.0 745 ― 165 ― 120 ― 12.42
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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  

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要
因により、上記予想数値と異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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期第2四半期 9,661,000株 21年7月期  9,661,000株
② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  278株 21年7月期  278株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第2四半期 9,660,722株 21年7月期第2四半期 9,660,722株

2



  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済刺激対策の実施等により、アジ

ア向け輸出の増加や個人消費の一部持ち直しが見られたものの企業収益や雇用・所得環境は未だ厳し

く緩やかなデフレ状況が続くなど、景気回復は依然として不透明なまま推移しました。 

当社グループの属する不動産業界におきましては、世界的な信用収縮に伴う金融機関の不動産融資

案件への審査の選別化など、依然として厳しい状況が続いております。このような中、外部環境の変

化に適切に対応すべく、安定的ストックビジネスである不動産賃貸事業及び不動産分譲事業・不動産

仲介事業を中心とする一方で、このような厳しい資金調達環境下においても機動的な資金調達が出来

るよう、金融機関との関係強化に努めてまいりました。 

このような事業環境の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は103億58百

万円（前年同四半期比68.22％減）、営業利益3億63百万円（前年同四半期は16億73百万円の損失）、

経常利益1億6百万円(前年同四半期は21億25百万円の損失)となりました。 

[不動産分譲事業] 

不動産分譲事業につきましては、自社単独分譲事業として、「シェルゼ三鷹禅林寺通り」（東

京都三鷹市）、「シェルゼ鎌倉御成町」（神奈川県鎌倉市）、「シェルゼ雷門」（東京都台東

区）、「シェルゼ中野新井薬師」（東京都中野区）、共同分譲事業におきましては「イニシア千

住曙町」（東京都足立区）等の７物件にて合計104戸を引渡し、武蔵浦和計画の事業主たる地位の

売却等を行いました。その結果、売上高は89億47百万円（前年同四半期比71.16％減）営業利益は

1億19百万円（前年同四半期は15億83百万円の損失）となりました。 

[不動産賃貸事業] 

不動産賃貸事業につきましては、「エコロジー木場公園プロセンチュリー」「エコロジー東陽

町プロセンチュリー」他の賃料収入と「エコロジー豊洲プロセンチュリー」他のプロパティーマ

ネージメント報酬等により、売上高11億16百万円（前年同四半期比22.95％減）、営業利益は2億

74百万円（前年同四半期比14.12％減）となりました。 

[不動産仲介事業] 

不動産仲介事業につきましては、「三浦海岸」他の仲介等により、売上高は42百万円（前年同

四半期比4.35％減）、営業利益は24百万円（前年同四半期比15.81％増）となりました。 

[その他事業] 

その他事業につきましては、コンサルティング報酬及び工事監理料等により売上高は2億54百万

円（前年同四半期比153.56％増）、営業利益は2億44百万円（前年同四半期比388.54％増）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
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【資産、負債及び純資産の状況】 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、77億３百万円減少

し、218億46百万円となりました。主に物件の売却により、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が

合計で64億98百万円減少したことによるものです。 

また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ78億47百万円減少し、190億28百万円とな

りました。これは主に、物件売却による返済等により長期及び短期借入金が合計で52億23百万円減

少したことによるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億44百万円増加し、28億18百万円となりまし

た。なお、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末より3.9ポイント増加し、12.8％とな

りました。 

  

【キャッシュ・フローの状況】 

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結会計期間末に比べ

77百万円増加し、2億94百万円となりました。 

[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、主に、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が215億71

百万円減少したことから、49億37百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は265億60百万円の

収入）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、65百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は５億２

百万円の収入）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、主に、物件売却による返済等により長期及び短期借入

金が52億23百万円減少したことから、51億48百万円の支出（前年同四半期連結累計期間は273億

16百万円の支出）となりました。 

  

  

平成22年７月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年９月18日に発表いたしました平成21

年７月期決算短信に記載の業績予想に変更はありません。 

連結業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等

は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 今後修正の必要が生じた場合は、適

時かつ適切に開示してまいります。  

  
  

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
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該当事項はありません。 

  

【簡便な会計処理】 

 ①一般債権の貸倒引当金の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒引当金を算定してお

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する重要事象等 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年8月１日至 平成22年１月31日) 当社グループは前連結

会計年度において市況の悪化を見越した上で、不動産の早期売却及び有利子負債の大幅な削減を行

うとともに厳正なたな卸資産の評価を行い、前連結会計年度においてたな卸資産の評価損を売上原

価に66億97百万円計上したことなどから、経常損失88億85百万円及び当期純損失99億80百万円を計

上しており、純資産が26億74百万円と減少いたしました。その結果、一部の金融機関との物件開発

に係る借入契約(平成22年１月31日現在借入残高45億19百万円)について財務制限条項に抵触するこ

ととなったため、当該金融機関からの請求があった場合には期限の利益を喪失するおそれがありま

したが、当該財務制限条項については、関係する取引金融機関に対して今後の事業計画について説

明を行い理解を得られたことから、既に変更あるいは削除がなされ、当該金融機関から財務制限条

項による期限の利益喪失の請求を受けるおそれについては、現時点では解消いたしております。 

 しかしながら、世界的な信用収縮に伴う金融機関の不動産融資案件への審査の選別化・融資姿勢

の厳格化は依然として続いていることから、不動産業界における資金調達は依然厳しい状況にあ

り、当社グループの事業資金に影響を及ぼしている状況にあります。 

 以上のような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ます。 

 当社グループといたしましては以下の対応策の実行により業績の回復に努め、当該状況の解消を

目指してまいります。 

 前連結会計年度から進めております事業規模の縮小や収益性の低下した物件を中心に事業内容を

見直し、事業化を予定しない物件については早期売却などにより資産圧縮、有利子負債の削減及び

支払利息の削減を行うとともに厳正なたな卸資産の評価を行った結果、当連結会計年度においては

物件の販売を適時・適正な価額にて売却を行うことで、資金の確保及び利益改善が図られており、

さらなる収益性の向上に努めてまいります。 

 並行して、グループ再編、役員報酬のカット、人員のスリム化、人件費の削減、広告宣伝費等の

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
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経費削減を実施しており、平成21年11月にはさらなる費用削減のため本社事務所を賃借物件から

自社保有物件（東京都目黒区）に移転する等大幅な経費削減を実現するとともに不動産分譲事業を

中心とする一方で、外部環境の変化に適切に対応すべく、不動産仲介事業や安定的ストックビジネ

スである不動産賃貸事業及び新規事業であるエコロジー・コンサルティング事業等によりこのよう

な厳しい資金調達環境下においても機動的に収益を確保出来るよう、努めてまいりました。引き続

き継続的な経営合理化を行い、利益改善を図ってまいります。 

 上述の施策を実行することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況

を解消できるものと判断しております。しかしながら、これらの対応策を講じましても、当社グル

ープ事業計画にて想定した時期・価額での物件売却については、需給バランスの悪化等により予定

どおりに進まない可能性があることから、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しており、このような重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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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22年1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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 724,719 945,692 

売掛金 17,511 16,599 

販売用不動産 9,497,391 10,704,031 

仕掛販売用不動産 9,045,326 14,337,583 

その他 947,150 1,895,865 

貸倒引当金 △1,912 △92,845 

流動資産合計 20,230,187 27,806,928 

固定資産   

有形固定資産 866,191 873,979 

無形固定資産 45,331 40,699 

投資その他の資産 704,866 828,471 

固定資産合計 1,616,389 1,743,150 

資産合計 21,846,576 29,550,078 

負債の部   

流動負債   

買掛金 982,226 2,854,163 

短期借入金 5,499,177 6,166,108 

1年内返済予定の長期借入金 11,303,231 13,636,739 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払法人税等 12,883 7,532 

その他 742,845 1,469,091 

流動負債合計 18,640,364 24,233,635 

固定負債   

長期借入金 158,173 2,381,546 

その他 229,630 260,870 

固定負債合計 387,803 2,642,416 

負債合計 19,028,167 26,876,052 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,286,636 2,286,636 

資本剰余金 2,476,626 2,476,626 

利益剰余金 △1,889,556 △2,090,199 

自己株式 △472 △472 

株主資本合計 2,873,233 2,672,590 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,868 15,162 

為替換算調整勘定 △81,560 △53,090 

評価・換算差額等合計 △87,428 △37,928 

新株予約権 32,603 39,364 

純資産合計 2,818,408 2,674,026 

負債純資産合計 21,846,576 29,550,078 
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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8月１日 
 至 平成21年1月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年8月１日 
 至 平成22年1月31日) 

売上高 32,591,342 10,358,412 

売上原価 32,920,383 9,179,551 

売上総利益又は売上総損失（△） △329,040 1,178,861 

販売費及び一般管理費 1,344,677 815,763 

営業利益又は営業損失（△） △1,673,718 363,097 

営業外収益   

受取利息 － 26,882 

保険返戻金 60,128 － 

匿名組合出資償還益 120,010 － 

その他 59,975 25,319 

営業外収益合計 240,114 52,201 

営業外費用   

支払利息 663,988 288,307 

その他 28,404 20,930 

営業外費用合計 692,393 309,237 

経常利益又は経常損失（△） △2,125,997 106,061 

特別利益   

損害賠償収入 － 28,030 

新株予約権戻入益 5,593 － 

貸倒引当金戻入額 － 90,932 

会員権売却益 2,195 － 

その他 1,842 6,761 

特別利益合計 9,630 125,724 

特別損失   

固定資産除却損 － 9,572 

早期退職関連費用 － 13,265 

投資有価証券評価損 173,336 － 

その他 126,235 246 

特別損失合計 299,572 23,084 

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（△）

△2,415,939 208,701 

法人税、住民税及び事業税 710,114 9,282 

法人税等調整額 △399,981 △1,224 

法人税等合計 310,132 8,058 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,726,072 200,643 
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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8月１日 
 至 平成21年1月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年8月１日 
 至 平成22年1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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,415,939 208,701 

減価償却費 24,130 19,306 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △891 △90,932 

受取利息及び受取配当金 △38,656 △26,892 

支払利息 663,988 288,307 

売上債権の増減額（△は増加） 144,405 △912 

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,008,052 6,499,247 

仕入債務の増減額（△は減少） 346,674 △1,871,936 

その他 599,966 △205,594 

小計 27,331,731 4,819,295 

利息及び配当金の受取額 14,009 4,386 

利息の支払額 △629,460 △267,131 

法人税等の支払額 △155,724 △4,787 

法人税等の還付額 － 358,104 

賠償金の受取額 － 28,030 

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,560,556 4,937,899 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △38,229 △23,080 

有形及び無形固定資産の売却による収入 25,373 － 

投資有価証券の取得による支出 △200 － 

投資有価証券の売却による収入 230,012 － 

関係会社株式の売却による収入 230,132 － 

貸付けによる支出 △90,000 － 

貸付金の回収による収入 － 90,203 

匿名組合出資金の払戻による収入 120,010 － 

その他 25,251 △1,742 

投資活動によるキャッシュ・フロー 502,350 65,381 

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） △17,034,833 △666,930 

長期借入れによる収入 293,767 － 

長期借入金の返済による支出 △10,210,660 △4,556,880 

配当金の支払額 △94,535 △442 

預金の担保による純増減額（△は減少） △270,000 75,443 

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,316,261 △5,148,810 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,354 △145,529 

現金及び現金同等物の期首残高 470,286 439,692 

現金及び現金同等物の四半期末残高 216,931 294,162 
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年8月１日至 平成22年１月31日) 当社グループは前連

結会計年度において市況の悪化を見越した上で、不動産の早期売却及び有利子負債の大幅な削減を

行うとともに厳正なたな卸資産の評価を行い、前連結会計年度においてたな卸資産の評価損を売上

原価に66億97百万円計上したことなどから、経常損失88億85百万円及び当期純損失99億80百万円を

計上しており、純資産が26億74百万円と減少いたしました。その結果、一部の金融機関との物件開

発に係る借入契約(平成22年１月31日現在借入残高45億19百万円)について財務制限条項に抵触する

こととなったため、当該金融機関からの請求があった場合には期限の利益を喪失するおそれがあり

ましたが、当該財務制限条項については、関係する取引金融機関に対して今後の事業計画について

説明を行い理解を得られたことから、既に変更あるいは削除がなされ、当該金融機関から財務制限

条項による期限の利益喪失の請求を受けるおそれについては、現時点では解消いたしております。 

 しかしながら、世界的な信用収縮に伴う金融機関の不動産融資案件への審査の選別化・融資姿勢

の厳格化は依然として続いていることから、不動産業界における資金調達は依然厳しい状況にあ

り、当社グループの事業資金に影響を及ぼしている状況にあります。 

 以上のような状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ます。 

 当社グループといたしましては以下の対応策の実行により業績の回復に努め、当該状況の解消を

目指してまいります。 

 前連結会計年度から進めております事業規模の縮小や収益性の低下した物件を中心に事業内容を

見直し、事業化を予定しない物件については早期売却などにより資産圧縮、有利子負債の削減及び

支払利息の削減を行うとともに厳正なたな卸資産の評価を行った結果、当連結会計年度においては

物件の販売を適時・適正な価額にて売却を行うことで、資金の確保及び利益改善が図られており、

さらなる収益性の向上に努めてまいります。 

 並行して、グループ再編、役員報酬のカット、人員のスリム化、人件費の削減、広告宣伝費等の

経費削減を実施しており、平成21年11月にはさらなる費用削減のため本社事務所を賃借物件から自

社保有物件（東京都目黒区）に移転する等大幅な経費削減を実現するとともに不動産分譲事業を中

心とする一方で、外部環境の変化に適切に対応すべく、不動産仲介事業や安定的ストックビジネス

である不動産賃貸事業及び新規事業であるエコロジー・コンサルティング事業等によりこのような

厳しい資金調達環境下においても機動的に収益を確保出来るよう、努めてまいりました。引き続き

継続的な経営合理化を行い、利益改善を図ってまいります。 

 上述の施策を実行することにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況

を解消できるものと判断しております。しかしながら、これらの対応策を講じましても、当社グル

ープ事業計画にて想定した時期・価額での物件売却については、需給バランスの悪化等により予定

どおりに進まない可能性があることから、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しており、このような重要な不確実性の

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８月１日  至  平成21年１月31日) 

 
(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。 

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。 

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。 

その他事業：上記事業に付随して発生する業務。 

３．会計処理の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の不動産分譲事業の営業損失は

2,735,776千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年８月１日  至  平成22年１月31日) 

 
(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。 

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。 

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。 

その他事業：上記事業に付随して発生する業務。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不動産分譲 
事業(千円)

不動産賃貸 
事業(千円)

不動産仲介 
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

31,025,084 1,449,666 16,790 99,800 32,591,342 ― 32,591,342

(2) セグメント間      
  の内部売上高  
  又は振替高

― ― 27,486 405 27,891 (27,891) ―

計 31,025,084 1,449,666 44,276 100,205 32,619,233 (27,891) 32,591,342

営 業 利 益   
(又は営業損失)

(1,583,176) 319,709 21,578 49,954 (1,191,934) (481,784) (1,673,718)

不動産分譲 
事業(千円)

不動産賃貸 
事業(千円)

不動産仲介 
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

8,947,720 1,114,533 42,353 253,805 10,358,412 ― 10,358,412

(2) セグメント間      
  の内部売上高  
  又は振替高

― 2,400 ― 274 2,674 (2,674) ―

計 8,947,720 1,116,933 42,353 254,079 10,361,086 (2,674) 10,358,412

営 業 利 益 119,343 274,577 24,990 244,045 662,957 (299,859) 363,097
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年８月１日 至 平成22年１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２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年８月１日 至 平成22年１月31日) 

当社及び連結子会社において海外売上高がないため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８月１日 至 平成22年１月31日）  

該当事項はありません。 

  

[当社グループの有利子負債の状況] 

事業規模の縮小や収益性の低下した物件を中心に事業内容を見直し、事業化を予定しない物件に

ついては早期売却などにより資産圧縮、有利子負債の削減および支払利息の削減を行い、安定した

成長戦略へと方向転換し、着実に財務体質の改善が進んでおります。 

 尚、連結有利子負債の残高については、下表の通り、当社グループのピーク時の平成20年２月末

残高（904億79百万円）に比較して734億19百万円減少し、平成22年１月末現在で170億60百万円とな

っております。（平成20年２月末比約81.14％減） 

 

【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

6. その他の情報

[連結有利子負債の推移] (単位：百万円)

平成20年2月末 平成20年7月末 平成21年7月末 平成22年１月末

 有利子負債 90,479 64,928 22,284 17,060 
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