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1. 平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年9月30日）

  (1) 連結経営成績                      (％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(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 8,907 △27.9 △128 － △554 － △563 －
19年12月期第３四半期 12,347 40.5 757 38.7 494 24.1 485 25.3

19年12月期 19,726 1,725 1,318 1,307

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 △25 04 －
19年12月期第３四半期 21 57 －

19年12月期 58 13 －

 (2) 連結財政状態

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

20年12月期第３四半期 44,909 5,872 13.1 261 13
19年12月期第３四半期 40,398 5,794 14.3 257 58

19年12月期 40,405 6,616 16.4 294 14

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

20年12月期第３四半期 △7,375 △54 5,925 1,468

19年12月期第３四半期 △10,623 △97 8,916 1,732

19年12月期 △6,996 △ 113 6,547 2,973

－1－



  

 
 (注)平成20年８月11日に発表いたしました配当予想から変更しております。 
   なお、詳細につきましては本日別途開示する「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ 
   さい。 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
  

  

 
  

  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。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

  
  
  

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － － 8 00 8 00

20年12月期（実績） － － － －

20年12月期（予想） － － － － 0 00

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）【参考】

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 14,500 △26.5 △500 － △1,100 － △2,750 － △122 27

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 当第３四半期における我が国経済は、サブプライムローン問題の長期化による米国を中心とした世界的な
金融市場の混乱や慢性的な原材料価格の高騰などを背景に、企業業績の悪化や設備投資の減少が顕著になっ
ております。さらに雇用者所得の伸びが低迷する中で消費者物価の上昇が個人消費の減退に拍車をかけ、景
気の先行きは一段と厳しさを増してきております。 
 当不動産業界におきましては、７月１日現在の基準地価が全国平均で前年より下落し、３大都市圏におい
ても下落地点の増加とともに平均上昇幅が大幅に縮小しており、地価下落の局面がより鮮明になってきてお
ります。また、建築費の高騰や金融機関による不動産案件融資の厳格化など、当業界を取り巻く環境は極め
て厳しいものとなっております。 
 分譲マンション市場におきましては、建築費の高騰により販売価格は上昇傾向にありますが、この影響で
購買意欲の減退が顕在化し、契約率の低迷が続いております。当面は新規発売戸数は低水準で推移し、完成
在庫の処分のための価格調整が一段と進むことが予測され、販売状況はさらに厳しくなっていくものと思わ
れます。 
 このような状況のもと、当社グループは、「アーバンライフ」ブランドの維持、発展を基本方針に掲げ、
お客様のニーズに合った商品づくりやサービスの提供を通して、事業を展開しておりますが、昨今の厳しい
事業環境下においてさらなる販売力の強化および一般管理費等のコスト削減を図り、収益の確保および財務
基盤の安定に努めています。 
  その結果、売上高は89億７百万円（前年同期比27.9％減）、営業損失は１億２千８百万円（前年同期は７
億５千７百万円の営業利益）、経常損失は５億５千４百万円（同４億９千４百万円の経常利益）、四半期純
損失は５億６千３百万円（同４億８千５百万円の四半期純利益）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、負債及び純資産の状況  
 当第３四半期末の総資産残高は、449億９百万円（前連結会計年度末比45億３百万円増）となりまし
た。流動資産は、現金及び預金の減少、たな卸資産の増加等により385億５千９百万円（同45億７千５百
万円増）、固定資産は63億４千９百万円（同７千１百万円減）となっております。 
 負債につきましては、借入金が増加したこと等により、流動負債が224億５百万円（同89億５千８百万
円増）、固定負債が166億３千１百万円（同37億１千万円減）、負債合計では390億３千７百万円（同52億
４千７百万円増）となりました。 
 また、純資産は、四半期純損失の計上及び配当金の支払により58億７千２百万円（同７億４千４百万円
減）となり、その結果、自己資本比率は13.1％（同3.3ポイント減）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 
 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加等に
より73億７千５百万円の支出（前年同期は106億２千３百万円の支出）となりました。 
 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産等の取得により５千４百万円の支出（前年同
期は９千７百万円の支出）となりました。 
 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、配当金の支払額が１億７千８百万円あったものの、短期借
入金等の増加により59億２千５百万円の収入（前年同期は89億１千６百万円の収入）となりました。 
 以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、15億４
百万円減少し、14億６千８百万円となりました。 

  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成２０年８月
１１日付「平成２０年１２月期中間決算短信」にて発表いたしました平成２０年１２月期の通期連結業
績予想を修正しております。 
 詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 

  
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) 
  該当事項はありません。 
  
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
  引当金等の計上基準に一部簡便な方法を採用しております。 
  
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
  該当事項はありません。 
  

【定性的情報・財務諸表等】
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末

(平成19年12月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成20年12月期

第３四半期末)

増減
（参 考）前期末 

(平成19年12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 1,732,582 1,468,778 △263,803 2,973,101

 2. 受取手形及び売掛金 116,071 131,818 15,746 114,063

 3. たな卸資産 30,342,499 35,419,466 5,076,967 29,042,943

 4. その他 1,690,017 1,554,370 △135,646 1,864,303

   貸倒引当金 △9,348 △14,443 △5,095 △9,634

   流動資産合計 33,871,822 38,559,991 4,688,168 13.8 33,984,778

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 1,753,453 1,667,486 △85,967 1,695,765

  (2) 土地 3,138,752 3,105,459 △33,292 3,105,459

  (3) その他 51,786 43,919 △7,866 48,821

   有形固定資産合計 4,943,991 4,816,865 △127,126 △2.6 4,850,046

 2. 無形固定資産

  (1) 借地権 243,286 243,286 － 243,286

  (2) その他 49,781 59,556 9,774 50,429

   無形固定資産合計 293,067 302,842 9,774 3.3 293,715

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資その他の資産 2,118,164 1,229,920 △888,244 1,279,253

    貸倒引当金 △828,300 － 828,300 △2,000

   投資その他の資産合計 1,289,864 1,229,920 △59,944 △4.6 1,277,253

   固定資産合計 6,526,924 6,349,628 △177,296 △2.7 6,421,014

   資産合計 40,398,746 44,909,619 4,510,872 11.2 40,405,793
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

科  目

前年同四半期末

(平成19年12月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成20年12月期

第３四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年12月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 1,398,624 2,181,593 782,969 2,665,564

 2. 短期借入金 6,796,000 7,800,000 1,004,000 2,400,000

 3. 一年以内に返済予定の 

   長期借入金
12,768,000 11,400,000 △1,368,000 6,995,000

 4. 前受金 526,644 670,313 143,668 450,640

 5. その他 597,883 354,007 △243,875 936,441

   流動負債合計 22,087,152 22,405,914 318,762 1.4 13,447,646

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 11,400,000 15,500,000 4,100,000 19,200,000

 2. 退職給付引当金 452,003 466,968 14,964 474,084

 3. その他 665,263 664,178 △1,084 667,463

   固定負債合計 12,517,267 16,631,147 4,113,880 32.9 20,341,548

   負債合計 34,604,419 39,037,062 4,432,642 12.8 33,789,195

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 3,000,000 3,000,000 － 3,000,000

 2. 資本剰余金 307,631 307,631 － 307,631

 3. 利益剰余金 2,492,062 2,571,443 79,380 3,314,476

 4. 自己株式 △5,386 △6,517 △1,130 △5,386

   株主資本合計 5,794,306 5,872,557 78,250 1.4 6,616,720

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
20 － △20 △122

   評価・換算差額等合計 20 － △20 － △122

   純資産合計 5,794,327 5,872,557 78,229 1.4 6,616,597

   負債・純資産合計 40,398,746 44,909,619 4,510,872 11.2 40,405,793
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（単位：千円、％） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成19年12月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 12,347,387 8,907,067 △3,440,320 △27.9 19,726,617

Ⅱ 売上原価 9,488,389 6,833,227 △2,655,161 △28.0 14,962,820

   売上総利益 2,858,998 2,073,839 △785,158 △27.5 4,763,797

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,101,037 2,202,096 101,058 4.8 3,037,890

   営業利益（△損失） 757,960 △128,256 △886,216 － 1,725,907

Ⅳ 営業外収益 94,582 69,456 △25,126 △26.6 121,915

Ⅴ 営業外費用 358,398 495,816 137,417 38.3 529,550

   経常利益（△損失） 494,144 △554,616 △1,048,761 － 1,318,272

   税金等調整前四半期 

   (当期)純利益（△損失）
494,144 △554,616 △1,048,761 － 1,318,272

   法人税、住民税及び事業 

   税
8,986 8,457 △529 △5.9 10,700

   四半期(当期)純利益 

     （△損失）
485,158 △563,073 △1,048,232 － 1,307,572
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前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年9月30日) 

  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,000,000 307,631 2,186,887  △4,230 5,490,288

当四半期中の変動額

 剰余金の配当(千円) △ 179,983 △179,983

 四半期純利益(千円) 485,158 485,158

 自己株式の取得(千円) △1,156 △1,156

当四半期中の変動額合計(千円) － － 305,174 △1,156 304,018

平成19年9月30日残高(千円) 3,000,000 307,631 2,492,062 △5,386 5,794,306

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 815 815 5,491,104

当四半期中の変動額

 剰余金の配当(千円) △179,983

 四半期純利益(千円) 485,158

 自己株式の取得(千円) △1,156

 株主資本以外の項目の当四半期 

 中の変動額(純額)(千円)
△795 △795 △795

当四半期中の変動額合計(千円) △795 △795 303,223

平成19年9月30日残高(千円) 20 20 5,794,327
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当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年9月30日) 

  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年12月31日残高(千円) 3,000,000 307,631 3,314,476 △5,386 6,616,720

当四半期中の変動額

 剰余金の配当(千円) △179,959 △179,959

 四半期純損失（千円） △563,073 △563,073

 自己株式の取得(千円) △1,130 △1,130

当四半期中の変動額合計(千円) － － △743,033 △1,130 △744,163

平成20年9月30日残高(千円) 3,000,000 307,631 2,571,443 △6,517 5,872,557

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) △122 △122 6,616,597

当四半期中の変動額

 剰余金の配当(千円) △179,959

 四半期純損失（千円） △563,073

 自己株式の取得(千円) △1,130

 株主資本以外の項目の当四半期 

 中の変動額(純額)(千円)
122 122 122

当四半期中の変動額合計(千円) 122 122 △744,040

平成20年9月30日残高(千円) － － 5,872,557
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前期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,000,000 307,631 2,186,887 △4,230 5,490,288

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(千円)  △179,983 △179,983

 当期純利益(千円) 1,307,572 1,307,572

 自己株式の取得(千円) △1,156 △1,156

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
－ － 1,127,588 △1,156 1,126,431

平成19年12月31日残高(千円) 3,000,000 307,631 3,314,476 △5,386 6,616,720

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 815 815 5,491,104

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当(千円) △179,983

 当期純利益(千円) 1,307,572

 自己株式の取得(千円) △1,156

 株主資本以外の項目の連結会計 

 年度中の変動額(純額)（千円）
△938 △938 △938

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
△938 △938 1,125,493

平成19年12月31日残高(千円) △122 △122 6,616,597
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（単位：千円） 

 
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期

(平成19年12月期第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期第３四半期)

（参 考）前期

(平成19年12月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益 

   又は税金等調整前四半期純損失（△)
494,144 △554,616 1,318,272

   減価償却費 61,263 68,659 83,862

   引当金の増減額(△は減少) 60,829 △158,223 92,513

      固定資産売却益 △7,784 － △7,784

   受取利息及び受取配当金 △4,162 △4,135 △5,235

   支払利息 313,465 430,723 463,097

   持分法による投資利益 △21,646 △1,206 △27,052

   売上債権の増減額(△は増加) 24,619 △17,754 26,318

   たな卸資産の増加額 △8,430,337 △6,376,523 △7,051,675

   仕入債務の減少額 △2,324,586 △483,970 △1,057,646

   前渡金の増減額(△は増加) △88,637 883,958 △215,141

   前受金の増減額(△は減少) △269,491 219,672 △345,495

   預り金の増減額(△は減少) 7,609 △346,421 321,646

   その他 △138,175 △607,352 △148,558

    小計 △10,322,890 △6,947,189 △6,552,878

   利息及び配当金の受取額 4,164 5,420 6,761

   利息の支払額 △295,372 △423,164 △441,213

   法人税等の支払額 △9,419 △10,181 △9,628

  営業活動によるキャッシュ・フロー △10,623,517 △7,375,115 △6,996,959

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   固定資産の取得による支出 △48,967 △55,155 △68,444

   固定資産の売却による収入 29,196 － 29,196

   投資有価証券の取得による支出 △79,068 － △79,068

   投資有価証券の売却による収入 － 912 －

   その他 1,800 － 4,436

  投資活動によるキャッシュ・フロー △97,039 △54,242 △113,880

Ⅲ 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） 3,256,000 5,400,000 △1,140,000

   長期借入れによる収入 8,400,000 7,700,000 16,200,000

   長期借入金の返済による支出 △2,559,000 △6,995,000 △8,332,000

   配当金の支払額 △179,112 △178,835 △179,310

   その他 △1,156 △1,130 △1,156

  財務活動によるキャッシュ・フロー 8,916,730 5,925,034 6,547,532

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,803,826 △1,504,323 △563,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,536,408 2,973,101 3,536,408

Ⅵ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
1,732,582 1,468,778 2,973,101
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