
   

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  
（注）平成21年９月期第３四半期及び平成22年９月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

  

      

        

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22月７月28日
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代表者         （役職名） 代表取締役社長 （氏名）加賀谷 愼二 
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四半期決算説明会開催の有無    ： 無        

  （百万円未満切捨て）

（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９月期第３四半期  478  △95.4  △276  －  △525  －  △383  －

21年９月期第３四半期  10,329  △57.6  △2,982  －  △3,332  －  △3,395  －

  
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９月期第３四半期  △22  75  －  －

21年９月期第３四半期  △530  15  －  －

  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９月期第３四半期  10,955  715  6.5  35  78

21年９月期  11,543  550  4.7  42  75

（参考）自己資本 22年９月期第３四半期 715百万円 21年９月期 546百万円

  
年間配当金

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９月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

22年９月期  －  －  0 00 － －

22年９月期（予想） 0 00  0  00

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  

  （％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 
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  4,100  △66.0  320  －  60  －  60  －  3  33

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

    新規    －社 （社名）                        、除外    －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは完了しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有  

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９月期３Ｑ 20,000,678 株 21年９月期  12,889,375株

   ②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ － 21年９月期 －株

     ③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 16,869,203 株 21年９月期３Ｑ 6,405,000株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする新興国による外需等に牽引され、景気は

自律的な回復の動きがあるものの、欧州の財政問題による信用収縮や、円高やデフレの進行、また雇用・所得環境

の過剰感が払拭されない状況等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、地価の下落や建築コストの低下等により都心部を中心に分譲

マンション着工に回復の動きがみられ、需要面では、低金利の継続やローン控除の拡充、住宅エコポイント制度等

による各種住宅支援制度や、これまでの買い控えの反動等を含め、住宅取得を促進する状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループでは凍結していたプロジェクトの再開及び新規プロジェクト開発推進に

より、将来収益を確保し、中長期的にわたる安定的な収益向上を目指しております。そのため、当連結会計年度

（平成22年９月期）を第２の創業期と位置づけ、今後５年間において不動産開発事業の分譲マンション開発を、従

来からのドミナント戦略により東京駅から主に半径１～５km圏内を中心に、これまで構築してきた開発ノウハウを

大限生かして豊かな空間を創造していくこと、同時に当社グループが安定的に収益を確保し、成長していくこと

を目的として新たな中期経営計画として「Growing Up 2014」を策定しております。 

当社グループでは、当該中期経営計画に基づき不動産開発事業の分譲マンション開発３プロジェクト、収益不動

産開発３プロジェクトの企画開発を推進しております。なお、当第３四半期連結会計期間より分譲マンション開発

１プロジェクトの販売を開始しており、販売状況は順調に推移しております。また、分譲マンション開発２プロジ

ェクトにおいても連結会計年度末までに順次、販売を計画しております。 

しかしながら、当第３四半期末までに売却予定のソリューション事業の保有物件について、収益物件の取引環境

は徐々に回復しているものの未だ弱含みで推移しており、当該物件の売却時期については慎重に検討しておりま

す。このため、当該物件の売却が実現していないことから、当社グループの想定のとおりの業績推移に至っており

ません。さらに、不動産開発事業の分譲マンション開発期間が概ね20ヵ月以上費やすことから、「Growing Up 

2014」の効果が顕在化し業績の回復に至るまでには、相応な時間を要するものとなります。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高478百万円（前年同期比：

9,851百万円減）、営業損失276百万円（前年同期：営業損失2,982百万円）、経常損失525百万円（前年同期：経常

損失3,332百万円）、四半期純損失383百万円（前年同期：四半期純損失3,395百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績の概要は、以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セ

グメント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。 

  

（不動産開発事業） 

当第３四半期連結累計期間における不動産開発事業の売上高は328百万円（前年同期比：8,381百万円減）、営業

損失53百万円（前年同期：営業損失1,965百万円）となりました。当社グループの不動産開発事業は、分譲マンシ

ョン開発ならびに収益不動産開発に分かれており、各部門における売上高は次のとおりであります。 

  

分譲マンション開発 

分譲マンション開発におきましては、将来の開発リスク解消のため、１プロジェクトの開発用地を不動産投資

家へ売却しております。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は291百万円（前年同期比：6,590百万円減）、営業損失は５百

万円（前年同期：営業損失170百万円）となりました。 

  

収益不動産開発 

収益不動産開発におきましては、当社保有物件において、借主からの賃料の収受が主な売上高となりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は37百万円（前年同期比：1,791百万円減）、営業損失は48百

万円（前年同期：営業損失1,795百万円）となりました。 

  

（ソリューション事業） 

ソリューション事業におきましては、収益不動産開発と同様に当社保有物件において、借主からの賃料の収受が

主な売上高となりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は121百万円（前年同期比：1,457百万円

減）、営業利益は36百万円（前年同期：営業損失647百万円）となりました。 

  

（その他事業） 

その他事業におきましては、不動産コンサルタント業務におけるコンサルタント報酬の収受等により、当第３四

半期連結累計期間の売上高は28百万円（前年同期比：11百万円減）、営業利益は８百万円（前年同期：営業損失14

百万円）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（不動産ファンド） 

不動産ファンドは、従来その他事業に組入れておりましたが営業損失の影響度が大きいため、当第３四半期連結

会計期間においてセグメント分類しております。 

当第３四半期連結累計期間において、出資している不動産ファンドの評価替えを行ったことにより、営業損失が

74百万円（前年同期：営業損失34百万円）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 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は10,955百万円（前連結会計年度末11,543百万円）となり、前連結会計年

度末と比較して588百万円の減少となりました。 

流動資産は10,544百万円（前連結会計年度末9,586百万円）となり、前連結会計年度末と比較して957百万円の増

加となりました。主な要因として、固定資産に計上していた当社保有不動産を販売用不動産へ振替えたこと等によ

りたな卸資産残高が1,533百万円増加したこと、再開プロジェクトに係る建築費等の支払い、過年度法人税の納付

等により現金及び預金が709百万円減少したこと等によります。 

固定資産は411百万円（前連結会計年度末1,957百万円）となり、前連結会計年度末と比較して1,545百万円の減

少となりました。主な要因として、流動資産の増加要因である振替えを行ったこと等により有形固定資産が1,477

百万円減少、投資その他資産の投資有価証券にて評価替えを行ったことにより65百万円減少したこと等によりま

す。 

  

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債は10,239百万円（前連結会計年度末10,992百万円）となり、前連結会計年度

末と比較して753百万円の減少となりました。 

流動負債は3,542百万円（前連結会計年度末4,190百万円）となり、前連結会計年度末と比較して648百万円の減

少となりました。主な要因として、未払法人税等にて延滞している過年度法人税の納付により397百万円減少、前

受金を契約違約金収入として特別利益に振り替えたこと等により226百万円減少、短期借入金及び１年内返済予定

の長期借入金の返済により88百万円減少したこと等によります。 

 固定負債は6,697百万円（前連結会計年度末6,801百万円）となり、前連結会計年度末と比較して104百万円の減

少となりました。 

  

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は715百万円（前連結会計年度末550百万円）となり、前連結会計年度末と

比較して164百万円の増加となりました。主な要因として、四半期純損失の計上により利益剰余金が383百万円減少

したものの、第三者割当増資等の新株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ276百万円増加したこと

等によります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は6.5％（前連結会計年度末4.7％）となり、財務体質の改善

は進んでおります。 

  

④ キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により986百万円の支出、投資活動により

70百万円の支出、財務活動により276百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年

度と比較して780百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末の残高は102百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における各活動別の主な要因は次のとおりであります。 

  

（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、986百万円の支出（前年同期：5,203百万円の収入）となりました。主な

要因として、税金等調整前四半期純損失385百万円及び法人税等の支払額394百万円の計上、凍結していたプロジェ

クトの再開等によりたな卸資産が202百万円増加したこと等によります。 
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（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、70百万円の支出（前年同期：185百万円の収入）となりました。主な要

因として、定期預金の預入により76百万円を支出したこと等によります。 

  

（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、276百万円の収入（前年同期：6,509百万円の支出）となりました。主な

要因として、長期及び短期借入金の返済として228百万円を支出したのもの、第三者割当増資等の新株式発行によ

り506百万円が払込まれたこと等によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   該当事項はありません。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 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。 

  

（たな卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の簿価の切り下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法を適用しております。 

  

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法により算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 当第３四半期連結累計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。なお、この変更により損益に与える影

響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 272,361 981,964

売掛金 7,747 1,421

販売用不動産 4,795,832 1,583,522

仕掛販売用不動産 5,270,966 6,949,378

前払費用 46,048 30,615

立替金 107,860 －

その他 44,611 44,507

貸倒引当金 △1,363 △4,925

流動資産合計 10,544,066 9,586,484

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,078 1,031,535

減価償却累計額 △1,481 △62,607

建物（純額） 5,597 968,928

土地 － 511,824

その他 22,805 23,464

減価償却累計額 △16,711 △15,303

その他（純額） 6,093 8,161

有形固定資産合計 11,691 1,488,913

無形固定資産   

その他 6,323 8,614

無形固定資産合計 6,323 8,614

投資その他の資産   

投資有価証券 289,592 354,657

その他の関係会社有価証券 19,465 21,815

その他 84,365 83,300

投資その他の資産合計 393,423 459,773

固定資産合計 411,437 1,957,301

資産合計 10,955,503 11,543,785
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 188,542 118,089

短期借入金 165,000 1,112,130

1年内返済予定の長期借入金 2,802,129 1,943,935

未払金 125,579 43,820

未払法人税等 123,258 520,720

預り金 6,495 6,731

前受金 1,200 228,131

賞与引当金 1,227 2,476

訴訟損失引当金 － 31,075

その他 129,098 183,787

流動負債合計 3,542,532 4,190,897

固定負債   

長期借入金 6,634,809 6,774,136

その他 62,419 27,785

固定負債合計 6,697,228 6,801,922

負債合計 10,239,761 10,992,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,315,061 1,038,441

資本剰余金 1,018,477 741,857

利益剰余金 △1,610,870 △1,227,014

株主資本合計 722,668 553,283

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △7,045 △6,338

評価・換算差額等合計 △7,045 △6,338

新株予約権 － 1,681

少数株主持分 120 2,338

純資産合計 715,742 550,965

負債純資産合計 10,955,503 11,543,785
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 10,329,540 478,305

売上原価 12,355,976 434,391

売上総利益又は売上総損失（△） △2,026,435 43,913

販売費及び一般管理費 955,861 320,151

営業損失（△） △2,982,297 △276,238

営業外収益   

受取利息 1,071 153

受取配当金 303 296

助成金収入 － 1,298

違約金収入 6,005 －

保険解約返戻金 13,425 －

その他 4,492 481

営業外収益合計 25,297 2,229

営業外費用   

支払利息 297,998 182,945

支払手数料 － 25,961

株式交付費 － 15,997

その他 77,059 26,802

営業外費用合計 375,057 251,706

経常損失（△） △3,332,057 △525,715

特別利益   

前期損益修正益 69,658 －

投資有価証券売却益 44,481 －

貸倒引当金戻入額 － 3,562

契約違約金収入 400,000 128,131

債務免除益 － 51,065

その他 15,000 －

特別利益合計 529,139 182,759

特別損失   

前期損益修正損 2,917 －

過年度損益修正損 － 41,628

固定資産売却損 1,180 29

固定資産除却損 38,140 92

プロジェクト中止損 123,793 －

本社移転費用 － 520

その他 40,194 0

特別損失合計 206,226 42,271

税金等調整前四半期純損失（△） △3,009,144 △385,226

法人税等 386,490 847

少数株主損失（△） － △2,218

四半期純損失（△） △3,395,634 △383,855
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 962,192 60,875

売上原価 978,917 110,773

売上総損失（△） △16,725 △49,898

販売費及び一般管理費 160,594 120,744

営業損失（△） △177,319 △170,642

営業外収益   

受取利息 13 24

受取配当金 291 296

助成金収入 2,512 153

その他 713 38

営業外収益合計 3,529 512

営業外費用   

支払利息 80,265 59,419

支払手数料 34,467 872

株式交付費 － 1,342

その他 1,000 7,743

営業外費用合計 115,733 69,378

経常損失（△） △289,524 △239,508

特別利益   

前期損益修正益 275,608 －

投資有価証券売却益 9,357 －

貸倒引当金戻入額 － 358

契約違約金収入 － 128,131

特別利益合計 284,965 128,489

特別損失   

前期損益修正損 1,231 －

固定資産売却損 657 29

固定資産除却損 29,755 －

原状回復費用 17,748 －

本社移転費用 － 520

その他 6,065 －

特別損失合計 55,457 550

税金等調整前四半期純損失（△） △60,016 △111,568

法人税等 △3,397 282

少数株主損失（△） － △754

四半期純損失（△） △56,618 △111,096
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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（△） △3,009,144 △385,226

減価償却費 94,826 42,313

長期前払費用償却額 90 －

繰延資産償却額 － 15,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,788 △3,562

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,186 △1,248

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △31,075

受取利息及び受取配当金 △1,374 △449

支払利息 297,998 182,945

持分法による投資損益（△は益） 2,593 1,642

敷金の償却 11,760 －

たな卸資産評価損 2,496,327 －

保険解約損益（△は益） △8,272 －

契約違約金収入 △400,000 △128,131

投資有価証券売却損益（△は益） △44,481 －

その他特別利益 △15,000 －

固定資産売却損益（△は益） 1,180 29

固定資産除却損 38,140 92

前期損益修正損益（△は益） 2,917 －

債務免除益 － △51,065

プロジェクト中止損 123,793 －

その他特別損失 40,194 －

売上債権の増減額（△は増加） 23,911 △6,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,941,181 △202,642

匿名組合出資金等の増減額（△は増加） 23,501 65,065

仕入債務の増減額（△は減少） △1,934,429 70,452

未払金の増減額（△は減少） △145,120 31,528

預り金の増減額（△は減少） △25,252 △235

前受金の増減額（△は減少） △988,291 370

その他の流動資産の増減額（△は増加） 185,081 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,218 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） △73,063 －

その他 － 20,871

小計 5,634,451 △378,654

利息及び配当金の受取額 1,316 449

利息の支払額 △275,141 △213,939

その他の支出 △23,514 △274

法人税等の支払額 △133,582 △394,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,203,530 △986,982
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６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 △112,055 △76,672

定期預金の払戻による収入 139,191 －

定期積金の預入による支出 △4,506 －

定期積金の払戻による収入 5,500 6,000

有形固定資産の取得による支出 △15,286 －

有形固定資産の売却による収入 990 7

投資有価証券の売却による収入 115,481 －

敷金及び保証金の差入による支出 △23,860 △237

敷金及び保証金の回収による収入 49,015 1,214

その他 31,248 △321

投資活動によるキャッシュ・フロー 185,717 △70,009

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） △2,492,213 △105,500

長期借入金の返済による支出 △4,017,311 △122,763

株式の発行による収入 － 506,454

その他 － △1,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,509,524 276,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,120,276 △780,482

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,391 882,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 249,115 102,481
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 該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］  

     前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業の内容 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
不動産 
開発事業 
（千円） 

ソリュー 
ション事業 
（千円） 

不動産 
ファンド事業
（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 
 8,710,117  1,579,318  －  40,104  10,329,540  －  10,329,540

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  20,770  20,770 ( )20,770  －

計  8,710,117  1,579,318  －  60,874  10,350,310 ( )20,770  10,329,540

営業損失（△）  △1,965,634  △647,247  △34,202  △14,289  △2,661,373 ( )320,923  △2,982,297

  
不動産 
開発事業 
（千円） 

 ソリュー 
ション事業 
（千円） 

その他 
事業 

（千円） 

不動産 
ファンド 
（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 
 328,143  121,780  28,380  －  478,305  －  478,305

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  84  －  84 ( )84  －

計  328,143  121,780  28,464  －  478,389 ( )84  478,305

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △53,990  36,542  8,890  △74,032  △82,589 ( )193,648  △276,238

事業区分 事業内容 

不動産開発事業 
「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業務、

投資家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発業務  

ソリューション事業 
資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率的

な改装・改修によってバリューアップする不動産再生業務  

その他事業 プロジェクトマネジメント業務、物件仲介業務等 

不動産ファンド 他社が組成する特別目的会社等へ出資し配当やキャピタルゲインを取得  
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    ３．会計方針の変更 

前第３四半期連結累計期間  

 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。これによる営業損益及び各セグメントに与える影響額は、以下のとおりであり

ます。  

  

    ４．事業区分の方法の変更  

当第３四半期連結累計期間  

 第１四半期連結累計期間より、従来のセグメント分類をしておりました「不動産ファンド事業」を、その

他事業に組み替えておりましたが、当第３四半期連結累計期間におきまして、営業損失額の影響度が大きい

ため、「不動産ファンド」としてセグメント分類しております。  

  

［所在地別セグメント情報］  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

［海外売上高］ 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。   

  

 当社は、平成22年１月８日付の株主割当増資及び平成22年３月26日付の第三者割当増資等の払込みを受けており

ます。これら払込の結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ276,619千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に

おいて資本金が1,315,061千円、資本剰余金が1,018,477千円となっております。 

  

  

第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年６月30日）  

第３四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

   至 平成21年６月30日）  

 不動産開発事業      △1,614,569        494,862

 ソリューション事業        △286,268      －

合  計        △1,900,838        494,862

（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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