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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,497 △25.9 △628 ― △790 ― △799 ―

21年3月期 7,422 9.8 △852 ― △988 ― △1,332 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △45,448.45 ― △60.4 △12.1 △11.4

21年3月期 △74,670.66 ― △54.4 △9.9 △11.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 5,278 927 17.6 52,675.05
21年3月期 7,821 1,720 22.0 97,711.93

（参考） 自己資本   22年3月期  927百万円 21年3月期  1,720百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,746 223 △2,100 70
21年3月期 △36 419 △1,195 200

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

2,400 △7.6 60 ― 10 ― 10 ― 568.18

通期 4,700 △14.5 160 ― 60 ― 50 ― 2,840.91



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 18,276株 21年3月期 18,276株

② 期末自己株式数 22年3月期  676株 21年3月期  668株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる場合が
あります。 
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当期におけるわが国の経済は、円高の進行が外需依存度の高い国内産業を疲弊させ、デフレの進行に

よる価格競争が企業の体力を消耗させる状況の中、景気の停滞感は鮮明になってきました。 

 住宅業界におきましても、雇用情勢が依然として厳しく、将来の生活設計に明るさが見えない中、可

処分所得の減少が生活防衛を加速させ、消費者の住宅購入意欲は低水準のまま推移しました。 

 このような環境の中、当社は名古屋市に４棟（70戸）岐阜市に１棟（29戸）の合計５棟(99戸）を完

成させ、前期より繰越した完成在庫158戸とあわせて189戸の売上を計上いたしました。 

 その結果、売上高は5,497百万円（前期比25.9％減）と前期より1,925百万円減少しましたが、販売費

及び一般管理費は743百万円（前期比31.5％減）となり、前期より342百万円削減することができまし

た。 

 以上により、営業損失は628百万円（前期比26.3％減）、経常損失は790百万円（前期比20％減）、当

期純損失は799百万円（前期比40％減）となっております。 

 次期の見通しにつきましては、売上高を4,700百万円と見込んでおりますが、在庫調整および人件費

を含めたすべての経費の見直しも最終段階に入り、第25期よりさらに330百万円の削減が可能と見込ん

でおります。 

 それにより過去の連続３期赤字から脱却できる予定であります。 

  

 

  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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総資産は前期末と比較し2,543百万円減少しました。主にたな卸資産の減少2,104百万円によるもので

す。また、負債の減少1,749百万円は主に借入金の減少1,951百万円によるものです。 

 また、営業キャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の減少等により1,746百万円（前期は△

36百万円）となっております。また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資

産の売却等により223百万円（前期は419百万円）となっております。そして、財務活動によるキャッシ

ュ・フローにつきましては、借入金の返済による支出等により△2,100百万円（前期は△1,195百万円）

となっております。 

 この結果、当期末の現金及び現金同等物は前期末と比較して、130百万円減少し、70百万円となって

おります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本/総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

 （注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 （注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を 

     対象としています。 

  (注４）平成19年３月期～平成21年３月期までは営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャ 

     ッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しており 

     ません。 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(%) 36.0 26.1 22.0 17.6

時価ベースの自己資本比率(%) 43.0 14.4 10.9 27.7

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（%）

― ― ― 210.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― ― ― 15.5
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当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、配当原資確保のための収益

力を強化し、継続的かつ安定的な利益配分を行うことを基本方針としております。 

 しかしながら、当期の期末配当金につきましては、当期の業績が当初の目的を達成できず、損失を計

上する結果となり、また今後も厳しい経営環境が続くことが予想されるため、誠に遺憾ではあります

が、期末配当は無配とさせていただきます。 

 次期の配当につきましては来期の業績を予想通り達成したとしても、配当原資が確保できないため、

引き続き無配とさせていただきます。 

   また、株主優待につきましては、内容変更のうえ継続する予定であります。 

  

  

  経営成績及び財政状態の変動要因について、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある 

  事項には、以下のようなものがあります。 

  なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものです。 

  

当社の属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法等により

法的規制を受けております。 

当社は不動産業者として、「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け、不動産販売及び不動産賃貸の

事業を行っておりますが、将来これら法令の改正や新たな法的規制がある場合は、現在の当社事業が何

らかの制約を受ける可能性があるほか、同法に定める事項に違反した場合には、当社の経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

また、平成17年４月１日の個人情報保護法施行に伴い、顧客等の個人情報を保有しております当社で

は、個人情報の取得時及び保管時等における取扱マニュアルや社内規程を制定したほか、全社員に対し

勉強会を行い、個人情報の漏洩防止に努めております。 

しかしながら、何らかの要因により個人情報が外部に流出した場合には、損害賠償費用等の発生や個

人情報保護法に基づく罰則等を受け、ひいては当社の信用低下を招く可能性があり、当社の経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社の主要事業である分譲マンション事業は、購入者の需要動向に左右される傾向があります。購入

者の需要動向は、景気動向、不動産市況、住宅ローン等の金利動向、住宅税制等の変化により影響を受

けることから、これらの動向により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、建築資材や土地等の購入価格の変動により建築費用が上昇する場合、マンション販売競争の激

化等によりマンションの需給バランスが悪化し、マンション価格が低下する場合若しくは在庫が増加す

る場合があります。このような場合には、利益率が低下するなど、当社の経営成績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、マンション用地等の購入代金を主として借入金に依存しております。従って金融情勢の変化

等なんらかの要因により当社の資金調達に支障が生じる場合、市場金利の変動等により調達コストが変

動する場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①  法的規制について

②  経営成績の変動要因について

③ 有利子負債への依存について
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当社の主要事業である分譲マンション事業においては、マンションの売買契約成立後、顧客への引渡

時に売上が計上されるため、マンションの完成時期の偏りにより上半期と下半期では経営成績に変動が

生じる可能性があります。また、当社は、工事の発注にあたり、当社の基準に適合した施工業者を選定

し、綿密な打合せをおこなっておりますが、建築工事の遅延等の理由により、顧客への引渡時期が翌期

にずれ込む等の場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社では、マンションの開発に際し、用地取得時には土壌汚染等の有無について調査を行うほか、近

隣住民と協議を行い、建築にあたっては十分な建築技術を要する施工業者の選定等により、分譲マンシ

ョンの環境及び品質確保に努めております。しかし、土壌汚染や分譲物件に係る瑕疵等が発生した場

合、訴訟その他の請求を受ける可能性があり、その結果によっては、当社の経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

 

 当社は、日本政策金融公庫より借入を行っておりますが、その金銭消費貸借契約には財務制限条項

が付されております。財務制限条項に抵触し、日本政策金融公庫から指示を受けたときは、その指示に

従い、本借入金の償還期限にかかわらず直ちに本借入金債務及びこれに付帯する一切の債務の全部又は

一部を弁済する義務を負っております。 

  本借入金の当事業年度末残高は77,200千円であります。 

  当事業年度末の純資産額はこの財務制限条項に抵触いたしました。日本政策金融公庫に対しまして

は、引き続き従来通りの返済の継続を要請する予定であります。  

  

当社は、最近におけるマンション市況悪化の影響を受け、当事業年度において、連続して営業損失を

計上しております。また、今後のマンション需要回復の不透明性が当社の資金繰りに影響を及ぼす可能

性があり、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

 当社はこのような状況を解消するため、事業の再構築を図るべく計画を策定し、この計画に基づく対

応策を現在進行中でありますが、マンション需要の回復や金融機関の支援などに依存しており、なお継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

④ 業績の季節変動について

⑤ 訴訟等について

⑥ 資金調達の財務制限条項に係るリスクについて

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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  最近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略します。 

 当社の経営に関する最重要課題は、満足度の高い住空間を合理的な価格で消費者に提供する 

 ことであります。 

  住宅の機能及び設備等は、常に居住者の要望を取り入れることにより改善できるものであ 

 り、そのためには地域密着型の営業展開が不可欠であると認識しております。その具体的施策 

 として当社は、地域密着型の営業活動を行うためにターゲットとするエリアに支店を開設し、 

 土地の仕入からプランニング、設計・施工会社との協議、そして販売まで各支店毎に責任を持 

 たせる方針で経営しております。この営業戦略には以下のようなメリットが考えられます。 

 ① その地域のニーズを迅速にしかも的確に把握することができる。 

 ② 常時そのエリアで分譲することにより見込客をプールすることができる。 

 ③ 地元不動産業者や地元金融機関からの土地情報が得られやすくなる。 

 ④ 入居後のアフターサービスに対しても即座に対応でき、当社と購入者との相互信頼感が高 

   まる。 

①売上高経常利益率・・・10％以上 

 ②自己資本比率・・・・・50％以上 

 当社は現在マンションの企画・販売を主要業務としておりますが、中期的には木造一戸建お  

 よびマンション管理業務へと進出を図り、総合デベロッパーとして事業展開してゆくことを視 

 野にいれております。 

 住宅業界は依然として厳しい環境の中にありますが、良質な住宅への欲求は今後も期待される 

 と考えられます。 

  当社は、過去３年間の業績を教訓とし、売れるマンションの３要素である価格・環境・交通ア 

 クセスの原点に戻り、当社の器に合ったマンション用地仕入や、時代にマッチした住宅エコポイ 

 ント制度の対象となるマンションなども展開してゆくほか、役員をはじめ全従業員の意識改革を 

 更に向上させ、業績の向上に邁進する所存であります。 

   

  

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  229,050 ※1  112,582

売掛金 27,897 15,291

販売用不動産 ※1  4,025,801 ※1  2,250,795

仕掛販売用不動産 ※1  1,962,797 ※1  1,633,619

貯蔵品 2,682 1,682

前払費用 12,856 9,023

その他 45,392 2,451

貸倒引当金 △8,200 △1,400

流動資産合計 6,298,277 4,024,047

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  870,387 ※1  783,684

減価償却累計額 △248,523 △220,094

建物（純額） 621,864 563,589

構築物 2,018 1,800

減価償却累計額 △1,751 △1,612

構築物（純額） 266 187

車両運搬具 32,589 18,145

減価償却累計額 △26,700 △15,774

車両運搬具（純額） 5,889 2,371

工具、器具及び備品 122,390 103,076

減価償却累計額 △71,914 △58,485

工具、器具及び備品（純額） 50,476 44,590

土地 ※1  571,985 ※1  452,096

有形固定資産合計 1,250,482 1,062,834

無形固定資産   

電話加入権 2,963 2,963

無形固定資産合計 2,963 2,963

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  112,752 ※1  90,221

出資金 290 290

長期前払費用 20,759 14,514

差入保証金 ※1  24,380 ※1  27,837

会員権 10,000 10,000

破産更生債権等 85,929 92,990

その他 17,770 13,704

貸倒引当金 △2,000 △60,800

投資その他の資産合計 269,882 188,757

固定資産合計 1,523,328 1,254,555

資産合計 7,821,605 5,278,602
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 165,716 511,297

1年内償還予定の社債 148,000 100,000

短期借入金 ※1  2,937,000 ※1  2,106,600

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,473,938 ※1  924,004

未払金 66,807 40,553

未払費用 7,599 5,181

未払法人税等 2,882 2,910

未払消費税等 11,790 42,376

前受金 ※1  29,423 ※1  26,727

預り金 2,046 1,228

流動負債合計 4,845,205 3,760,879

固定負債   

社債 400,000 300,000

長期借入金 ※1  808,062 ※1  237,258

繰延税金負債 － 2,622

退職給付引当金 45,189 43,183

受入保証金 2,638 7,579

固定負債合計 1,255,889 590,642

負債合計 6,101,094 4,351,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,017,995 1,017,995

資本剰余金   

資本準備金 332,803 332,803

資本剰余金合計 332,803 332,803

利益剰余金   

利益準備金 14,600 14,600

その他利益剰余金   

別途積立金 1,700,000 400,000

繰越利益剰余金 △1,259,047 △758,940

利益剰余金合計 455,552 △344,340

自己株式 △82,757 △83,211

株主資本合計 1,723,593 923,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,081 3,834

評価・換算差額等合計 △3,081 3,834

純資産合計 1,720,511 927,080

負債純資産合計 7,821,605 5,278,602
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

不動産売上高 7,410,268 5,456,613

賃貸事業売上高 12,320 40,943

売上高合計 7,422,589 5,497,557

売上原価   

不動産売上原価 ※1  7,177,480 ※1  5,361,956

賃貸事業売上原価 11,703 20,583

売上原価合計 7,189,183 5,382,540

売上総利益 233,405 115,016

販売費及び一般管理費   

役員報酬 47,229 44,355

給料及び手当 265,929 193,443

その他の人件費 45,312 34,634

退職給付費用 10,530 14,251

販売手数料 72,519 29,751

減価償却費 36,648 10,936

賃借料 7,829 2,153

租税公課 80,040 68,360

広告宣伝費 281,856 238,305

支払手数料 40,487 28,445

貸倒引当金繰入額 4,000 －

その他 193,132 78,785

販売費及び一般管理費合計 1,085,514 743,422

営業利益 △852,108 △628,405

営業外収益   

受取利息 579 76

受取配当金 5,661 1,745

違約金収入 2,695 545

その他 2,412 854

営業外収益合計 11,348 3,221

営業外費用   

支払利息 140,491 105,508

社債利息 7,124 6,842

株主優待費 － 53,120

営業外費用合計 147,615 165,470

経常利益 △988,375 △790,654
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  40,997 ※2  586

投資有価証券売却益 78,307 61,691

保険差益 － 1,011

特別利益合計 119,304 63,288

特別損失   

固定資産売却損 － ※4  16,000

固定資産除却損 ※3  77,644 ※3  3,139

貸倒引当金繰入額 － 52,000

投資有価証券評価損 61,418 －

たな卸資産評価損 ※1  38,787 －

減損損失 ※5  233,755 －

特別損失合計 411,604 71,139

税引前当期純利益 △1,280,675 △798,505

法人税、住民税及び事業税 2,310 1,387

法人税等調整額 49,126 －

法人税等合計 51,436 1,387

当期純利益 △1,332,111 △799,892
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,017,995 1,017,995

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,017,995 1,017,995

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 332,803 332,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 332,803 332,803

資本剰余金合計   

前期末残高 332,803 332,803

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 332,803 332,803

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 14,600 14,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 14,600 14,600

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,000,000 1,700,000

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 △300,000 △1,300,000

当期変動額合計 △300,000 △1,300,000

当期末残高 1,700,000 400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △181,825 △1,259,047

当期変動額   

剰余金の配当 △45,110 －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 300,000 1,300,000

当期純利益 △1,332,111 △799,892

当期変動額合計 △1,077,221 500,107

当期末残高 △1,259,047 △758,940
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,832,774 455,552

当期変動額   

剰余金の配当 △45,110 －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益 △1,332,111 △799,892

当期変動額合計 △1,377,221 △799,892

当期末残高 455,552 △344,340

自己株式   

前期末残高 △47,237 △82,757

当期変動額   

自己株式の取得 △35,520 △454

当期変動額合計 △35,520 △454

当期末残高 △82,757 △83,211

株主資本合計   

前期末残高 3,136,335 1,723,593

当期変動額   

剰余金の配当 △45,110 －

当期純利益 △1,332,111 △799,892

自己株式の取得 △35,520 △454

当期変動額合計 △1,412,742 △800,347

当期末残高 1,723,593 923,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 38,237 △3,081

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,319 6,916

当期変動額合計 △41,319 6,916

当期末残高 △3,081 3,834

評価・換算差額等合計   

前期末残高 38,237 △3,081

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,319 6,916

当期変動額合計 △41,319 6,916

当期末残高 △3,081 3,834
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 3,174,573 1,720,511

当期変動額   

剰余金の配当 △45,110 －

当期純利益 △1,332,111 △799,892

自己株式の取得 △35,520 △454

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,319 6,916

当期変動額合計 △1,454,061 △793,430

当期末残高 1,720,511 927,080
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 △1,280,675 △798,505

減価償却費 43,896 21,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） △356 △2,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,000 52,000

受取利息及び受取配当金 △6,241 △1,822

支払利息 147,615 112,350

有形固定資産除却損 77,644 3,139

有形固定資産売却損益（△は益） △40,997 15,413

投資有価証券売却損益（△は益） △78,307 △61,691

投資有価証券評価損益（△は益） 61,418 －

たな卸資産評価損 645,766 －

減損損失 233,755 －

保険差益 － △1,011

売上債権の増減額（△は増加） 54,025 12,605

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,873,767 2,105,183

前払費用の増減額（△は増加） 1,106 122

仕入債務の増減額（△は減少） △1,670,530 345,580

未払金の増減額（△は減少） △4,957 △25,552

未払費用の増減額（△は減少） △2,756 △2,303

前受金の増減額（△は減少） △42,418 △2,695

その他 85,686 81,852

小計 101,439 1,854,447

利息及び配当金の受取額 6,241 1,822

保険金の受取額 － 1,290

利息の支払額 △142,317 △108,754

法人税等の支払額 △1,735 △2,310

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,372 1,746,495

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 △123,021 △121,868

定期預金の払戻による収入 249,921 107,949

有形固定資産の取得による支出 △5,944 －

有形固定資産の売却による収入 145,054 150,027

投資有価証券の取得による支出 △13,983 △104

投資有価証券の売却による収入 169,369 93,864

敷金及び保証金の差入による支出 △10,060 △3,635

敷金及び保証金の回収による収入 18,884 178

その他 △10,622 △3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 419,598 223,410
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 5,496,000 2,620,000

短期借入金の返済による支出 △6,309,000 △3,450,400

長期借入れによる収入 944,000 530,000

長期借入金の返済による支出 △1,172,000 △1,650,738

社債の償還による支出 △74,000 △148,000

自己株式の取得による支出 △35,520 △454

配当金の支払額 △45,348 △701

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,195,868 △2,100,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △812,642 △130,386

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,480 200,837

現金及び現金同等物の期末残高 200,837 70,450
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当社は、最近におけるマンション市況悪化の影響を受け、当事業年度において、連続して営業損失及

びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しております。また、今後のマンション需要回復の不透明

性が当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。

 当社はこのような状況を解消するため、事業の再構築を図るべく計画を策定いたしました。 

 その主な内容は以下のとおりであります。 

 １. 本社を名古屋南支店内に移転し本社経費の削減を図るとともに岐阜支店を一宮支店に統合、  

   岡崎支店・名古屋東支店を名古屋南支店に統合しており、コスト削減を図るとともに本支店 

   の統合を受け人員の適正化を行っております。 

 ２. 当社社員による販売体制を強化し、広告宣伝費や販売手数料を含む全ての項目に亘ってコス 

   トダウンを図ります。 

 ３. 顧客のニーズにあった商品企画を徹底しコスト増なく好まれる物件開発を行います。 

 ４. 過度な仕入先行を行わず経営の効率化・スリム化を果たします。 

 ５. 金融機関との良好な関係を継続して維持することにより、今後の販売状況から生ずる資金需 

   要に応じた支援を得られるように致します。 

 なお、この計画に基づく対応策は現在進行中でありますが、マンション需要の回復や金融機関の支援

などに依存しており、なお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。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映していません。 

  

当社は、最近におけるマンション市況悪化の影響を受け、当事業年度において、連続して営業損失を

計上しております。また、今後のマンション需要回復の不透明性が当社の資金繰りに影響を及ぼす可能

性があり、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。 

 当社はこのような状況を解消するため、事業の再構築を図るべく計画を策定いたしました。 

 その主な内容は以下のとおりであります。 

 １. 本社を名古屋南支店内に移転し本社経費の削減を図るとともに岐阜支店を一宮支店に統合、  

   岡崎支店・名古屋東支店を名古屋南支店に統合しており、コスト削減を図るとともに本支店 

   の統合を受け人員の適正化を行っております。 

 ２. 当社社員による販売体制を強化し、広告宣伝費や販売手数料を含む全ての項目に亘ってコス 

   トダウンを図ります。 

 ３. 顧客のニーズにあった商品企画を徹底しコスト増なく好まれる物件開発を行います。 

 ４. 過度な仕入先行を行わず経営の効率化・スリム化を果たします。 

 ５. 金融機関との良好な関係を継続して維持することにより、今後の販売状況から生ずる資金需 

   要に応じた支援を得られるように致します。 

 なお、この計画に基づく対応策は現在進行中でありますが、マンション需要の回復や金融機関の支援

などに依存しており、なお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。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財

務諸表に反映していません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産及び仕掛不動産 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

販売用不動産及び仕掛不動産 

 同左

貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

貯蔵品 

 同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

 但し、平成10年４月１日以降取得の

建物(建物附属設備を除く)については

定額法。なお主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物・構築物 ７～50年

車輌運搬具・器具及び備品

３～20年

有形固定資産 

 同左

長期前払費用

均等償却

長期前払費用 

 同左

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し回収

不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

 同左

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

退職給付引当金

 同左

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日又は償還日の到

来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投資

であります。

 同左

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっており、控除対象外消

費税等については、販売費及び一般管

理費に計上しております。

消費税等の会計処理 

 同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、個別法に基づく原価法によっておりましたが、

当事業年度より「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）が適用さ

れたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく評価切下げの方

法）により算定しております。 

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ

606,979千円増加し、税引前当期純損失は645,766千円

増加しております。

（株主優待費の計上について）

 当期より株主優待費用につきましては、営業外費用

に計上いたしております。 

 これは、当社の株主優待費用は百貨店の発行する商

品券であり、自社商品の提供あるいは割引といった販

売促進とは性格を異にし、株主への利益還元である資

本コストと考えられるとの見直しを行ったためであり

ます。 

 なお、前期までの株主優待費は販売費及び一般管理

費のその他に含んでおります。 

 これにより従来の方法に比べ当期の営業損失は

53,120千円減少し、経常損失、税引前当期純損失及び

当期純損失は影響ありません。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１ 担保提供資産

 定期預金 10,107千円

 販売用不動産 2,574,195

 仕掛販売用不動産 1,612,192

 建物 591,752

 土地 558,837

 投資有価証券 95,417

 差入保証金 19,880

 計 5,462,382

※１ 担保提供資産

定期預金 10,131千円

販売用不動産 2,223,179

仕掛販売用不動産 936,439

建物 544,675

土地 443,007

投資有価証券 71,287

差入保証金 19,880

計 4,248,599

   上記に対する債務

 短期借入金 1,427,000千円

 一年内返済予定の
 長期借入金

1,344,456

 長期借入金 537,544

 前受金 3,720

 計 3,312,720

   上記に対する債務

 短期借入金 1,606,600千円

一年内返済予定の
長期借入金

678,912

 長期借入金 64,632

 前受金 6,358

 計 2,356,502

 ２ 偶発債務 

  ①顧客の住宅ローン残高について金融機関に対し 

   て債務保証を行っております。 

    債務保証額         50,000千円

 ２ 偶発債務 

  ①顧客の住宅ローン残高について金融機関に対し 

   て債務保証を行っております。 

    債務保証額         50,000千円 
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

 不動産売上原価 606,979千円

 特別損失 38,787

※１通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

不動産売上原価 307,700千円

 ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 30,480千円

建物 10,311

車両運搬具 179

工具、器具及び備品 26

 計 40,997

 

 ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 293千円

建物 292

 計 586

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 66,317千円

車両運搬具 335

工具、器具及び備品 805

解体工事費 10,186

  計 77,644

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 139千円

解体工事費 3,000

  計 3,139

※４         ―― 

 

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地 9,314千円

建物 6,215

構築物 5

車両運搬具 464

  計 16,000
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※５ 減損損失 

   当事業年度において、以下の資産について減損損 

   失を233,755千円計上しております。

 

※５                  ――

 

 

 

 

場所   名古屋支店（愛知県名古屋市）

用途   支店

種類   土地及び建物

評価方法 正味売却価額

減損損失 土地 18,410千円

     建物 10,632

  計 29,042

場所   名古屋北支店（愛知県一宮市）

用途   支店

種類   土地及び建物

評価方法 正味売却価額

減損損失 土地 47,105千円

     建物 16,425

  計 63,530

場所   岐阜支店（岐阜県岐阜市）

用途   遊休資産

種類   土地及び建物

評価方法 正味売却価額

減損損失 土地 24,582千円

     建物 21,220

  計 45,802

場所   愛知県及び岐阜県

用途   モデルルーム

種類   土地及び建物

棟数   ３棟

評価方法 正味売却価額

減損損失 土地 46,547千円

     建物 48,832

  計 95,379

 
  減損損失の認識に至った経緯 
  名古屋支店および名古屋北支店については、２期連 
  続で営業損失およびマイナスの営業キャッシュ・フ 
   ローを計上しているため、減損損失を認識し、岐阜 
   支店については遊休状態であるため、減損損失を認 
   識しております。また、モデルルームについては、 
   全社単位で２期連続の営業損失およびマイナスの営 
   業キャッシュ・フローを計上しているため、減損損 
   失を認識しております。 
 
   グルーピングの方法 
  支店については支店単位でグルーピングしており、 
   モデルルームについては全社共有資産であり、より 
   大きな単位である全社単位でグルーピングを行って 
   おります。また、遊休資産については個別資産ごと 
   にグルーピングを行っております。 
 
   回収可能価額の算定方法 
  回収可能価額は正味売却価額により測定しており、 
  支店の土地・建物については固定資産税評価額に合 
   理的な調整を行った価額を回収可能価額とし、モデ 
   ルルーム建物については評価額をゼロとして算定し 
   ております。

㈱エムジーホーム（8891）平成22年３月期決算短信（非連結）

22



 
  

 
 (注) 普通株式の増加は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

 該当事項はありません。 
  

 
  

    該当事項はありません。 

  

 
  

 
 (注) 普通株式の増加は、取締役会決議に基づく取得によるものであります。 

 該当事項はありません。 
  

   該当事項はありません。 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,276 ― ― 18,276

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 232 436 ― 668

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月19日 
定時株主総会

普通株式 45,110 2,500 平成20年3月31日 平成20年6月20日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,276 ― ― 18,276

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 668 8 ― 676

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 229,050千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △28,212

現金及び現金同等物 200,837
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 112,582千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △42,131

現金及び現金同等物 70,450
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
  

(リース取引関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(金融商品関係)

金融商品に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

(1) 株式 18,116 27,227 9,110

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 18,116 27,227 9,110

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

(1) 株式 97,717 85,525 △12,192

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 97,717 85,525 △12,192

合計 115,834 112,752 △3,081

２ 時価評価されていない有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

169,369 78,307 ―
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

  該当事項はありません。 

  

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
  

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  

当事業年度(平成22年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

(1) 株式 59,300 71,671 12,371

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 59,300 71,671 12,371

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

(1) 株式 24,465 18,550 △5,915

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 24,465 18,550 △5,915

合計 83,765 90,221 6,456

２ 時価評価されていない有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

93,864 61,691 ―

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(持分法投資損益等)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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（追加情報） 

  当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会  

 計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」 

 （企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

    役員 

 
（注） 取引条件及び取引条件の決定方針 

      当社は、銀行借入に対して代表取締役阿部洋二より債務保証を受けております。取引金額 

         は、平成21年３月31日の借入残高を記載しております。また、当該保証に対しては、保証料 

         の支払は行っておりません。 

  

    役員 

 
（注） 取引条件及び取引条件の決定方針 

      当社は、銀行借入に対して代表取締役阿部洋二より債務保証を受けております。取引金額 

         は、平成22年３月31日の借入残高を記載しております。また、当該保証に対しては、保証料 

         の支払は行っておりません。 

  

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

種類
会社等 
の名称

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 阿部洋二 当社代表取締役
被 所 有（直 接）
2.52

債務被保証
当社銀行借入に対す
る債務被保証

244,000 ― ―

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

種類
会社等 
の名称

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 阿部洋二 当社代表取締役
被 所 有（直 接）
2.53

債務被保証
当社銀行借入に対す
る債務被保証

508,062 ― ―
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動)

 繰延税金資産

   繰越欠損金 452,604千円

  未払事業税 218千円

  その他 3,432千円

  繰延税金資産小計 456,254千円

  評価性引当額 △456,254千円

  繰延税金資産合計 ― 千円

(固定）

 繰延税金資産

  投資有価証券評価損 45,280千円

  退職給付引当金 18,346千円

  減損損失 94,904千円

  たな卸評価損 16,240千円

  その他 7,879千円

  繰延税金資産小計 182,650千円

  評価性引当金 △182,650千円

  繰延税金資産合計 ― 千円
 

Ⅰ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動)

 繰延税金資産

   繰越欠損金 810,966千円

  未払事業税 1,060千円

  その他 640千円

  繰延税金資産小計 812,667千円

  評価性引当額 △812,667千円

  繰延税金資産合計 ― 千円

(固定）

 繰延税金資産

  投資有価証券評価損 15,199千円

  退職給付引当金 17,532千円

  減損損失 28,366千円

  たな卸評価損 16,240千円

  その他 51,104千円

  繰延税金資産小計 128,444千円

  評価性引当金 △128,444千円

  繰延税金資産合計 ― 千円

Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上したため、法定実効税率と

法人税等の負担率との差異の原因は記載しておりま

せん。

Ⅱ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 平成14年４月より退職金制度について退職一時金

制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

 平成14年４月より退職金制度について退職一時金

制度を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(簡便法) 45,189千円

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務(簡便法) 43,183千円

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 10,530千円

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 14,251千円

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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  該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （追加情報） 

    当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号  

  平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業 

   会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。 

  

   当社では、愛知県その他の地域において、賃貸用のマンション等を所有しております。 

    平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は20,359千円（賃貸収益は売上 

   高に、賃貸原価は売上原価に計上）、売却損益は△15,211千円（売却益は特別利益に、売却損 

  は特別損失に計上）であります。 

     また、賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。 

  

 
（注）1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金   

     額であります。 

    2.当期減少額のうち主なもの 

     岐阜支店（遊休資産）の売却  82,398千円 

     社宅及び駐車場の売却     31,281千円 

    3.時価の算定方法 

     固定資産税評価額に基づいた金額に合理的な調整を行って算定しております。 

  

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(賃貸等不動産)

(単位：千円）

貸借対照表計上額 当期末の時価
 前期末残高 当期増減額 当期末残高

856,806 △113,679 732,640 384,464
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 97,711円 93銭 52,675円 05銭

１株当たり当期純損失 74,670円 66銭 45,448円 45銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当期純損失

のため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当期純損失

のため記載しておりません。

(１株当たり純資産額の算定上の基 

 礎)

・貸借対照表の純資産の部の合計額

1,720,511千円

・普通株式に係る純資産額

1,720,511千円

・普通株式の発行済株式数

18,276株

・普通株式の自己株式数

668株

・１株当たり純資産額の算定に用い 

 られた普通株式の数

17,608株

(１株当たり当期純損失の算定上の

基礎)

・損益計算書上の当期純損失

1,332,111千円

・普通株式に係る当期純損失

1,332,111千円

・普通株主に帰属しない金額

 ― 千円

・１株当たり当期純損失の算定に用

いられた普通株式の期中平均株式

数

普通株式       17,839株

(１株当たり純資産額の算定上の基 

 礎)

・貸借対照表の純資産の部の合計額

927,080千円

・普通株式に係る純資産額

927,080千円

・普通株式の発行済株式数

18,276株

・普通株式の自己株式数

676株

・１株当たり純資産額の算定に用い 

 られた普通株式の数

17,600株

(１株当たり当期純損失の算定上の

基礎)

・損益計算書上の当期純損失

799,892千円

・普通株式に係る当期純損失

799,892千円

・普通株主に帰属しない金額

― 千円

・１株当たり当期純損失の算定に用

いられた普通株式の期中平均株式

数

普通株式       17,600株

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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