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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 3,541 ― 137 ― 72 ― 41 ―

20年3月期第2四半期 5,282 ― 565 ― 454 ― 265 ―

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

21年3月期第2四半期 1,187.67 1,146.77
20年3月期第2四半期 9,269.58 ―

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

21年3月期第2四半期 5,593 1,664 29.7 47,723.13
20年3月期 6,781 1,647 24.3 46,769.93

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,663百万円 20年3月期  1,647百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 500.00 500.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 10,100 1.4 684 13.0 420 5.8 246 7.1 6,982.68

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第2四半期  35,230株 20年3月期  35,230株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  374株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  35,230株 20年3月期第2四半期  28,620株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期決算短信（非連結）」（平成20年５月13日付）において公表した金額より変更しておりません。 
・上記の予想につきましては本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる可能
性があります。 
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国の経済は、原油価格や原材料価格の高騰による物価高、低迷し続ける株式市況などによ

り、景気は足踏み状態が続きました。企業収益は輸出や国内需要が振るわずに減少しており、個人消費も所得の伸び悩

みや物価高により弱含みの動きを見せております。米国発のサブプライムローン問題が米国における金融不安の高まり

や株式・為替市場の変動を招いて国際金融市場を震撼させ実体経済への波及も懸念されるなか、国内経済の先行きにも

設備投資の弱含みや企業収益の更なる減少等の暗雲が立ち込め始めております。 

不動産市場におきましても、こうした金融不安の高まりのなか、「信用危機」により不動産融資に対する審査は一層

厳しさを増し、資金繰りに行き詰まり破綻する企業が後を絶たず、業界をとりまく環境は好転の兆しが見えない状況に

あります。 

このような状況のもと、当社におきましては、業界環境の変化に速やかに対応し、物件の早期販売、仕入基準の厳格

化など、経営の健全化に努めてまいりました。また、こうした逆風下の状況をむしろ絶好のビジネスチャンスととらえ、

取扱物件の多様化により収益基盤の強化を図り、積極的な事業展開の準備を進めてまいりました。なお、これらは翌第

３四半期以降、「リモデリング事業」として本格的に展開する予定であります。 

当第２四半期におきましては、こうした厳しい環境の下、不動産流動化事業においては物件の早期販売に努める一方

で５億円を超える物件の一般事業会社や不動産ファンド等への売り急ぎは差し控え、比較的好調な個人富裕層向けの少

額物件の取扱いを増やした結果、当初に見込んでいた売上高を達成することができませんでした。一方で、不動産投資

ファンド・サポート事業及び不動産マネジメント事業においては着実に収益を上げ、利益については順調に推移いたし

ました。しかしながら、著しい不動産市況の悪化により、一棟収益マンション開発を目的とした開発用土地については

開発計画を見直し、土地として売却することにより資金回収を行うことが得策と考え、売却することといたしました。

これにより 101 百万円の簿価切下げを行い、評価損計上により利益は圧縮されております。 

以上の結果、当第２四半期における売上高は 3,541 百万円、営業利益は 137 百万円、経常利益は 72 百万円、四半期

純利益は 41 百万円となりました。 
 

 事業別の業績は次のとおりであります。 
 

（不動産鑑定・コンサルティング事業） 

当事業におきましては、新規顧客開拓に注力してまいりましたが、前事業年度に計上した大型案件の反動や業界環境の

悪化による既存顧客からの受注案件数の減少により、売上高は 56 百万円、営業損益は 1百万円の損失となりました。 
 

（不動産投資ファンド・サポート事業） 

 当事業におきましては、不動産ファンドを取り巻く市況の悪化や金融機関によるノンリコースローン審査の厳格化等に

より新規受託開拓は厳しい状況となりましたが、既存顧客を軸に堅実なサポート業務を行ったことや第二種金融商品取引

業者の免許を活用した営業活動などにより、売上高は 80 百万円、営業利益は 24 百万円となりました。 
 

（不動産マネジメント事業） 

 当事業におきましては、不動産流動化事業における慎重な仕入活動により販売用不動産の残高が減少し、それに伴いテ

ナントからの賃料収入は減少しましたが、管理受託物件に係る手数料収入を堅実に積み上げたことなどにより、売上高は

261 百万円、営業利益は 136 百万円となりました。 
 

（不動産流動化事業） 

当事業におきましては、不動産市況の低迷や不動産融資に対する審査の厳格化などにより、当事業を取り巻く環境は厳

しいものとなりましたが、資金面で制約を受けづらい個人富裕層及び資産保有を目的とする事業法人などのエンドユーザ

ーにターゲットを絞るとともに５億円未満の少額物件に特化した結果、売上高は 3,143 百万円、棚卸資産評価損 101 百万

円の計上により、営業利益は 112 百万円となりました。 
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 (注) 間接部門に係る販売費及び一般管理費 137 百万円は各事業部門に配賦しておりませんので、各事業部門の営業利

益及び営業損失の合計額と全社営業利益の金額は一致しておりません。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期における総資産は、前事業年度末と比較して 1,187 百万円減少し、5,593 百万円となりました。これは

現金及び預金が 214 百万円減少したこと、仕入基準の厳格化によりたな卸資産が 933 百万円減少したことなどによるも

のであります。 

負債は、前事業年度末と比較して 1,204 百万円減少し、3,929 百万円となりました。これはたな卸資産の減少により

有利子負債が 1,034 百万円減少したこと、未払法人税等及び未払消費税等が 126 百万円減少したことなどによるもので

あります。 

純資産は、前事業年度末と比較して 16 百万円増加し、1,664 百万円となりました。これは四半期純利益 41 百万円を

計上したこと、剰余金の配当 17百万円を実施したこと、自己株式 8百万円を取得したことなどによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の通期の業績予想につきましては、平成 20 年５月 13 日「平成 20 年３月期決算短信（非連結）」に

て発表しております数値を変更しておりません。 

 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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

価切下げを行う方法によっております。 

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、事業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。 

③ 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

（２）四半期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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準第 12 号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指

針第 14 号）を第１四半期会計期間から適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

を作成しております。 

② 「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）を第１

四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

 
当第２四半期会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  838,663  1,053,533 

  売掛金  21,253  24,307 

  販売用不動産  3,887,440  4,739,499 

  未成工事支出金  638,052  719,568 

  その他  139,176  172,007 

  貸倒引当金  △3,132  △3,132 

  流動資産合計  5,521,454  6,705,785 

 固定資産     

  有形固定資産  17,164  19,821 

  無形固定資産  1,345  1,693 

  投資その他の資産  53,839  53,987 

  固定資産合計  72,349  75,502 

 資産合計  5,593,804  6,781,287 
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（単位：千円） 

 
当第２四半期会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部     

 流動負債     

  買掛金  61,687  43,230 

  短期借入金  1,643,500  2,341,400 

  １年内償還予定の社債  60,000  60,000 

  １年内返済予定の長期借入金  490,679  797,775 

  未払法人税等  32,428  110,446 

  引当金  32,462  30,371 

  その他  294,108  406,304 

  流動負債合計  2,614,865  3,789,527 

 固定負債     

  社債  50,000  80,000 

  長期借入金  1,264,075  1,263,520 

  その他  515  535 

  固定負債合計  1,314,590  1,344,055 

 負債合計  3,929,456  5,133,582 

純資産の部     

 株主資本     

  資本金  426,770  426,770 

  資本剰余金  360,663  360,663 

  利益剰余金  883,569  859,459 

  自己株式  △8,347  － 

  株主資本合計  1,662,654  1,646,892 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金  782  812 

  評価・換算差額等合計  782  812 

 新株予約権  910  － 

 純資産合計  1,664,348  1,647,704 

負債純資産合計  5,593,804  6,781,287 
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（２）四半期損益計算書 

（単位：千円）                   

 

当第２四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

      至 平成 20 年９月 30 日） 

 

売上高  3,541,726  

売上原価  3,159,439  

売上総利益  382,286  

販売費及び一般管理費  244,436  

営業利益  137,849  

営業外収益    

 受取利息及び配当金  831  

 保険解約返戻金  554  

 年金掛金返戻金  376  

 印紙税還付金  440  

 その他  17  

 営業外収益合計  2,219  

営業外費用    

 支払利息  57,408  

 その他  10,532  

 営業外費用合計  67,940  

経常利益  72,128  

特別損失    

 固定資産除却損  123  

 特別損失合計  123  

税引前四半期純利益  72,005  

法人税、住民税及び事業税  30,279  

法人税等合計  30,279  

四半期純利益  41,725  

 

 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務

諸表を作成しております。 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

  当第２四半期会計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  当第２四半期累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

   該当事項はありません。 
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【参考】 

前中間損益計算書                   

  
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

  

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

    

Ⅰ 売上高   5,282,597 100.0  

Ⅱ 売上原価   4,426,943 83.8  

売上総利益   855,653 16.2  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  290,452 5.5  

営業利益   565,201 10.7  

Ⅳ 営業外収益   1,716 0.0  

Ⅴ 営業外費用   112,461 2.1  

経常利益   454,457 8.6  

Ⅵ 特別利益   ― ―  

Ⅶ 特別損失   2,284 0.0  

税引前中間（当期）純利益  452,173 8.6  

法人税、住民税及び事業税 190,784  

法人税等調整額  △3,906 186,877 3.6  

中間（当期）純利益   265,295 5.0  
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６．その他の情報 

（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメント事業及び

不動産流動化事業が主要な事業であり生産活動を行っていないため、該当事項はありません。 

② 受注実績 

当社は、不動産鑑定・コンサルティング事業、不動産投資ファンド・サポート事業、不動産マネジメント事業及び

不動産流動化事業が主要な事業であり受注活動を行っていないため、該当事項はありません。 

③ 販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。 

事業部門の名称 

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日) 

構成比（％） 

不動産鑑定・コンサルティング事業  (千円) 56,387 1.6 

不動産投資ファンド・サポート事業  (千円) 80,482 2.3 

不動産マネジメント事業        (千円) 261,487 7.4 

不動産流動化事業           (千円) 3,143,368 88.7 

合計 (千円) 3,541,726 100.0 

(注) ⅰ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

ⅱ 不動産流動化事業における販売価格帯別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日) 

 

販売価格帯別 

販売高(千円) 割合(％)   

３億円以上５億円未満 1,771,622 56.4   

３億円未満 1,371,745 43.6   

合計 3,143,368 100.0   

 

ⅲ 不動産流動化事業における販売先種別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日) 

 

販売先種別 

販売高(千円) 割合(％)   

個人 2,504,339 79.7   

一般法人 639,028 20.3   

合計 3,143,368 100.0   
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ⅳ 不動産流動化事業における販売種類別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日) 

 

販売種類別 

販売高(千円) 割合(％)   

一棟マンション 2,405,337 76.5   

一棟オフィス 738,031 23.5   

合計 3,143,368 100.0   

     (注) 一棟マンションとは RC(鉄筋コンクリート)造および SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造の建物のことであります。また、

一棟オフィスとはオフィス向けビルディングのことであります。 

      

ⅴ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

当第２四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日) 

 

相手先 

販売高(千円) 割合(％)   

㈱ヤングファッション研究所 392,100 12.5   

個人 381,840 12.1   

個人 348,830 11.1   

個人 344,800 11.0   

個人 325,600 10.4   

 

 

 




