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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

（注） 平成22年９月期第２四半期及び平成21年９月期第２四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 

  

(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2四半期 417 △95.5 △105 ― △286 ― △272 ―

21年9月期第2四半期 9,367 △30.3 △3,009 ― △3,250 ― △3,339 ―

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2四半期 △17.82 ―

21年9月期第2四半期 △521.31 ―

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2四半期 11,224 827 7.4 41.32
21年9月期 11,543 550 4.7 42.75

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  826百万円 21年9月期  546百万円

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

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） 
（％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 4,100 △66.0 320 ― 60 ― 60 ― 3.33
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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  有  
（注）詳細は、５ページ【定性情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、５ページ【定性情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧下さい。 

(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 

  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日における予想を前提として 
おります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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 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月期第2四半期 20,000,678株 21年9月期  12,889,375株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  ―株 21年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 15,303,465株 21年9月期第2四半期  6,405,000株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とする新興国に牽引される形で、緩やかな回復の

動きが続いております。しかしながら、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響等、景気を下押しするリスクは存在

し、また所得・雇用の過剰感は残っている等、依然として予断を許さない状況となっております。  

当社グループが属する不動産業界におきましては、国土交通省発表の2010年１月１日時点の公示地価は、前年に

続き全用途で下落しており、その背景には、世界的な金融危機に伴う投資マネーの縮小、オフィスビルの空室率の

上昇等の影響によるものだと考えられております。しかし、こうした地価の下落や建築コストの低下等を背景に住

宅取得価格は低下傾向にあることに加え、住宅版エコポイント制度をはじめとする各種住宅取得支援制度の実施に

よって、消費者の住宅取得意欲は改善傾向が見られております。 

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プロジェクトの企画開発を再開しております。なお、平成

22年３月26日割当の第三者割当による新株式の発行により141百万円の資金調達を行っており、分譲マンション開発

３プロジェクトの建築費、設計費及び広告宣伝費に充当する予定であります。しかしながら、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２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高417百万円（前年同期比：

8,949百万円減）、営業損失105百万円（前年同期：営業損失3,009百万円）、経常損失286百万円（前年同期：経常

損失3,250百万円）、四半期純損失272百万円（前年同期：四半期純損失3,339百万円）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２四半期連結累計期間における不動産開発事業の売上高は307百万円（前年同期比：7,535百万円減）、営業

損失15百万円（前年同期：営業損失2,023百万円）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

ン開発並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２四半期連結累計期間の売上高は287百万円（前年同期比：5,748百万円減）、営業利益は８百

万円（前年同期：営業損失234百万円）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２四半期連結累計期間の売上高は19百万円（前年同期比：1,786百万円減）、営業損失は23百万

円（前年同期：営業損失1,788百万円）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２四半期連結累計期間の売上高は82百万円（前年同期比：1,403百万円

減）、営業利益は35百万円（前年同期：営業損失651百万円）となりました。 

  

（その他事業） 

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

み替えております。 

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２四半期連結累計期間の売上高は

27百万円（前年同期比：11百万円減）、営業利益は１百万円（前年同期：営業損失38百万円）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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（1）資産 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は11,224百万円（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319百万円の減少となりました。 

流動資産は9,292百万円（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294百万円の減少

となりました。主な要因として、凍結していたプロジェクトの再開に伴いたな卸資産残高が337百万円増加したこ

と、プロジェクトに係る建築費等の支払い、未払法人税等の納付などにより現金及び預金が642百万円減少したこと

等によります。 

固定資産は1,931百万円（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25百万円の減少

となりました。主な要因として、投資有価証券の評価替えに伴い11百万円減少したこと等によります。 

  

（2）負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債は10,396百万円（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596百万円の減少となりました。 

流動負債は3,684百万円（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505百万円の減少

となりました。主な要因として、保有物件の売却に伴う借入金の返済等により93百万円、未払法人税等の納付によ

り373百万円減少したこと等によります。 

固定負債は6,711百万円（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90百万円の減少

となりました。 

  

（3）純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は827百万円（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276百万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272百万円減少

したものの、株主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２四半期連結会計期間末の自己資本比率は7.4％（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２四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962百万円の支出、投資活動により70

百万円の支出、財務活動により320百万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712百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末の残高は170百万円となりました。 

当第２四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、962百万円の支出（前年同期：4,535百万円の収入）となりました。主な

要因として、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349百万円増加、税金等調整前四半期純損失

273百万円の計上及び法人税等の支払額370百万円を計上したこと等によります。 

  

（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：166百万円の収入）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、320百万円の収入（前年同期：5,667百万円の支出）となりました。主な

要因として、長期及び短期借入金を185百万円返済したものの、株主割当増資等の新株式の発行により553百万円の

払込みを受けたこと等によります。 

  

  該当事項はありません。  

  

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。  

  

  

 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２四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。 

  

  

（会計処理基準に関する事項の変更）  

 当第２四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。  

  

  

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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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３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 339,798 981,964

売掛金 2,555 1,421

販売用不動産 3,337,541 1,583,522

仕掛販売用不動産 5,532,548 6,949,378

前払費用 35,435 30,615

その他 46,230 44,507

貸倒引当金 △1,721 △4,925

流動資産合計 9,292,388 9,586,484

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,031,535 1,031,535

減価償却累計額 △73,381 △62,607

建物（純額） 958,154 968,928

土地 511,824 511,824

その他 22,977 23,464

減価償却累計額 △16,204 △15,303

その他（純額） 6,772 8,161

有形固定資産合計 1,476,751 1,488,913

無形固定資産   

その他 7,086 8,614

無形固定資産合計 7,086 8,614

投資その他の資産   

投資有価証券 342,703 354,657

その他の関係会社有価証券 19,694 21,815

その他 85,437 83,300

投資その他の資産合計 447,835 459,773

固定資産合計 1,931,673 1,957,301

資産合計 11,224,062 11,543,785
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 178,207 118,089

短期借入金 165,000 1,112,130

1年内返済予定の長期借入金 2,797,298 1,943,935

未払金 27,534 43,820

未払法人税等 147,682 520,720

預り金 6,000 6,731

前受金 228,131 228,131

賞与引当金 2,445 2,476

訴訟損失引当金 － 31,075

その他 132,631 183,787

流動負債合計 3,684,933 4,190,897

固定負債   

長期借入金 6,681,959 6,774,136

その他 29,768 27,785

固定負債合計 6,711,727 6,801,922

負債合計 10,396,660 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 △1,499,773 △1,227,014

株主資本合計 833,764 553,283

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △7,238 △6,338

評価・換算差額等合計 △7,238 △6,338

新株予約権 － 1,681

少数株主持分 875 2,338

純資産合計 827,401 550,965

負債純資産合計 11,224,062 11,543,785
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,367,348 417,430

売上原価 11,497,780 323,618

売上総利益又は売上総損失（△） △2,130,432 93,811

販売費及び一般管理費 879,388 199,407

営業損失（△） △3,009,820 △105,595

営業外収益   

受取利息 1,057 128

受取配当金 12 －

助成金収入 － 1,145

違約金収入 5,999 －

保険解約返戻金 13,331 －

その他 1,418 472

営業外収益合計 21,819 1,746

営業外費用   

支払利息 217,732 123,525

支払手数料 27,483 25,088

株式交付費 － 14,654

その他 16,958 19,088

営業外費用合計 262,174 182,357

経常損失（△） △3,250,175 △286,206

特別利益   

前期損益修正益 2,922 －

債務免除益 － 51,065

貸倒引当金戻入額 － 3,204

投資有価証券売却益 35,123 －

契約違約金収入 400,000 －

その他 15,000 －

特別利益合計 453,046 54,270

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 522 －

固定資産除却損 8,385 92

プロジェクト中止損 123,793 －

その他 16,380 0

特別損失合計 151,999 41,721

税金等調整前四半期純損失（△） △2,949,128 △273,657

法人税等 389,887 565

少数株主損失（△） － △1,463

四半期純損失（△） △3,339,016 △272,758
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,200,037 85,942

売上原価 6,872,924 43,394

売上総利益又は売上総損失（△） △2,672,886 42,548

販売費及び一般管理費 335,141 92,551

営業損失（△） △3,008,028 △50,003

営業外収益   

受取利息 855 100

助成金収入 － 591

その他 2,048 331

営業外収益合計 2,903 1,023

営業外費用   

支払利息 94,675 61,019

支払手数料 26,339 8,861

株式交付費 － 7,190

その他 7,027 8,916

営業外費用合計 128,042 85,988

経常損失（△） △3,133,167 △134,968

特別利益   

前期損益修正益 2,922 －

債務免除益 － 51,065

貸倒引当金戻入額 － 152

投資有価証券売却益 35,000 －

事業譲渡益 15,000 －

特別利益合計 52,922 51,218

特別損失   

前期損益修正損 － 603

過年度損益修正損 － 41,628

固定資産売却損 522 －

固定資産除却損 7,666 －

プロジェクト中止損 123,793 －

その他 16,380 －

特別損失合計 148,363 42,231

税金等調整前四半期純損失（△） △3,228,608 △125,981

法人税等 273,612 282

少数株主損失（△） － △710

四半期純損失（△） △3,502,221 △125,553
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10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   

税金等調整前四半期純損失（△） △2,949,128 △273,657

減価償却費 68,851 25,788

繰延資産償却額 － 14,654

長期前払費用償却額 60 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,788 △3,204

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,848 △31

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 △1,070 △128

支払利息 217,732 123,525

持分法による投資損益（△は益） 2,701 1,221

債務免除益 － △51,065

敷金の償却 11,760 －

たな卸資産評価損 2,496,327 －

契約違約金収入 △400,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） △35,123 －

その他特別利益 △15,000 －

固定資産売却損益（△は益） 539 －

固定資産除却損 8,385 92

前期損益修正損益（△は益） 2,917 －

プロジェクト中止損 123,793 －

その他特別損失 16,380 －

売上債権の増減額（△は増加） 16,114 △1,133

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,103,852 △349,381

匿名組合出資金等の増減額（△は増加） 23,501 11,953

仕入債務の増減額（△は減少） △1,734,999 60,118

未払金の増減額（△は減少） △132,961 13,106

預り金の増減額（△は減少） △3,911 △730

前受金の増減額（△は減少） △1,009,491 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 202,660 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,287 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） △65,995 －

その他 － 21,518

小計 4,983,124 △438,428

利息及び配当金の受取額 867 128

利息の支払額 △245,393 △153,852

その他の支出 △16,899 －

法人税等の支払額 △186,447 △370,563

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,535,251 △962,717
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 △112,045 △76,652

定期預金の払戻による収入 139,188 －

定期積金の預入による支出 △3,506 －

定期積金の払戻による収入 4,500 6,000

有形固定資産の取得による支出 △7,885 －

有形固定資産の売却による収入 21 －

投資有価証券の売却による収入 100,161 －

敷金及び保証金の差入による支出 △14,134 △69

敷金及び保証金の回収による収入 37,727 －

その他 22,333 △214

投資活動によるキャッシュ・フロー 166,358 △70,936

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） △2,490,668 △105,500

長期借入金の返済による支出 △3,176,924 △80,444

株式の発行による収入 － 508,460

その他 － △1,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,667,592 320,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △965,982 △712,818

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 403,409 170,145

株式会社アスコット（3264）平成22年９月期　第２四半期決算短信

- 11 -



 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10月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31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 

３．会計方針の変更 

前第２四半期連結累計期間  

 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に与える影響額は以下のとおりであります。 

（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〕

  
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 
 7,842,199  1,486,577  －  38,571  9,367,348  －  9,367,348

(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  7,842,199  1,486,577  －  59,341  9,388,118 (20,770)  9,367,348

営業損失（△）  △2,023,232  △651,364  △31,667  △7,087  △2,713,352 (296,468)  △3,009,820

  
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） 

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 
 307,164  82,891  27,374  417,430  －  417,430

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  307,164  82,891  27,374  417,430  －  417,430

営業利益又は営業損失

（△） 
 △15,000  35,188  1,589  21,777  (127,372)  △105,595

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、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  

  

第２四半期連結累計期間 

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年３月31日）  

第２四半期連結会計期間 

（自 平成21年１月１日 

   至 平成21年３月31日）  

 不動産開発事業      △2,109,432        △1,264,280

 ソリューション事業        △286,268      44,519

合  計        △2,395,701        △1,219,760
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４．事業区分の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間 

 事業区分の方法については、前第２四半期連結会計期間より、「不動産管理事業」を「その他事業」へ改

称し、「不動産開発事業」「ソリューション事業」「不動産ファンド事業」「その他事業」の４区分として

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、「不動産ファンド事業」の重要性が乏しくなったため、当該

事業を「その他事業」に含め、３区分に変更しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の「その他事業」に含まれる「不動産ファンド事業」の営業損失は

13,238千円であります。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３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は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10月１日 至 平成22年３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は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10月１日 至 平成21年３月31日）  

  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10月１日 至 平成22年３月31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２四半期連結会計期間

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。 

  

〔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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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