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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7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6月期第1四半期 1,914 ― 185 ― 141 ― 79 ―
20年6月期第1四半期 2,211 ― 421 ― 381 ― 209 ―

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6月期第1四半期 4,575.40 4,491.91
20年6月期第1四半期 12,043.43 11,088.28

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6月期第1四半期 11,820 2,607 22.1 150,755.63
20年6月期 13,809 2,628 19.0 150,154.30

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  2,607百万円 20年6月期  2,628百万円

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6月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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）

（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

第2四半期累計期間 4,200 4.3 160 △77.9 55 △91.2 30 △91.7 1,713.50
通期 12,500 33.6 620 27.5 370 18.7 200 31.4 11,423.35

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6月期第1四半期  17,508株 20年6月期  17,508株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  211株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  17,403株 20年6月期第1四半期  17,382株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 上記に記載した予想数値等は、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、業績の変化等に
より、上記予想数値と異なる可能性があります。 
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（※対前年同期増減率は参考として記載しております。） 

  

当第１四半期におけるわが国経済は、世界金融市場の混乱に伴う株価暴落、並びに米国実体経済の減退
から輸出産業を中心としてマイナス成長へと推移しております。また、米国サブプライムローン問題を発
端とした世界金融市場の損失は未だ確定できず、不安感の増大ならびに金融収縮の進行により、設備投資
の減少・個人消費の低迷を背景に、企業業績の悪化予想等、実体経済への影響は徐々に増大しつつあり、
経済環境は予断を許さない状況を呈しております。  
 当社の事業領域であります不動産業におきましては、金融機関における信用収縮に伴う不動産融資の極
度な厳格化と不動産価格の低迷が大きな影響を与え、厳しい状況が続いております。  
 このような事業環境にありまして、当第１四半期におきましては、当社は利益率の低下はあるものの、
概ね堅調に推移いたしました。また、開発物件の１棟販売を主体としておりました当社には従来存在致し
ませんでした戸別分譲販売については、第２四半期より当該部門の新設により新築残戸物件の販売を開始
する体制が整いつつあります。  
 こうした結果、当第１四半期会計期間における当社の業績は、売上高1,914百万円（前年同期比13.5％
減）となりました。また、営業利益185百万円（前年同期比55.9％減）、経常利益141百万円（前年同期比
62.9％減）、四半期純利益79百万円（前年同期比62.0％減）となりました。  
 各事業別の業績は以下のとおりであります。  
（不動産開発事業）  
 ワンルームマンションの開発販売１棟、戸建住宅２棟分譲及び事業用地の販売１件に中古マンションの
リノベーション販売を合わせ、売上高1,898百万円（前年同期比12.6％減）となりました。  
（その他不動産事業）  
 不動産賃貸業等により売上高15百万円（前年同期比21.3％減）となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ1,989百万円減少し、11,820百万円となりました。
これは主として現金及び預金が1,253百万円及び仕掛販売用不動産が982百万円減少した一方、新築残戸物
件の購入に伴い販売用不動産が145百万円増加したことによるものであります。  
 負債は、前期末に比べ1,967百万円減少し、9,212百万円となりました。これは主として長短借入金が
1,684百万円（短期借入金181百万円、一年内返済予定の長期借入金779百万円及び長期借入金724百万円）
及び買掛金が259百万円減少したことによるものであります。  
 純資産は、前期末に比べ21百万円減少し、2,607百万円となりました。これは、主として自己株式の取
得に伴い株主資本が減少したことによるものであります。  
 
(2) キャッシュ・フローの状況  
 当四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ1,247百万
円減少し、941百万円となりました。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は、549百万円となりました。これは主に、買掛金が減少した一方で、た
な卸資産も不動産開発物件の販売等により減少したことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は、38百万円となりました。これは主に、有形・無形固定資産の支出によ
るものであります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により支出した資金は、1,758百万円となりました。これは主に、不動産開発事業に関する借
入金の返済を行ったことによるものであります。  

  

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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平成20年６月期決算発表時（平成20年８月７日）に公表した業績予想について、第２四半期累計期間及
び通期とも現時点では変更はありません。 

  

固定資産の減価償却の算定方法 
当第１四半期累計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、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。 
  

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。 
  

販売用不動産の所有目的の変更 
前期において流動資産の販売用不動産に計上しておりました建物44,971千円、土地61,802千円を有形

固定資産の建物、土地にそれぞれ振替えております。 
  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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

(3) 追加情報

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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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１四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,041,588 2,295,085 

販売用不動産 2,362,747 2,217,682 

仕掛販売用不動産 7,566,810 8,549,116 

その他のたな卸資産 30,456 39,960 

その他 285,489 284,930 

流動資産合計 11,287,092 13,386,775 

固定資産 

有形固定資産 324,033 219,314 

無形固定資産 45,297 46,580 

投資その他の資産 

その他 180,339 173,193 

貸倒引当金 △16,610 △16,610 

投資その他の資産合計 163,729 156,583 

固定資産合計 533,061 422,477 

資産合計 11,820,153 13,809,253 

負債の部 

流動負債 

買掛金 773,779 1,033,199 

短期借入金 120,500 302,000 

1年内返済予定の長期借入金 5,007,860 5,786,860 

未払法人税等 63,587 － 

賞与引当金 16,299 － 

その他 238,536 340,761 

流動負債合計 6,220,562 7,462,820 

固定負債 

長期借入金 2,986,384 3,710,599 

その他 5,587 6,932 

固定負債合計 2,991,971 3,717,531 

負債合計 9,212,533 11,180,351 

純資産の部 

株主資本 

資本金 603,187 603,187 

資本剰余金 570,044 570,044 

利益剰余金 1,444,729 1,452,642 

自己株式 △11,722 － 

株主資本合計 2,606,238 2,625,874 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,309 3,027 

評価・換算差額等合計 1,309 3,027 

新株予約権 71 － 

純資産合計 2,607,620 2,628,901 

負債純資産合計 11,820,153 13,809,253 

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,914,130 

売上原価 1,525,137 

売上総利益 388,992 

販売費及び一般管理費 203,075 

営業利益 185,916 

営業外収益 

受取利息 2,499 

その他 627 

営業外収益合計 3,127 

営業外費用 

支払利息 47,503 

その他 145 

営業外費用合計 47,648 

経常利益 141,396 

特別損失 

投資有価証券評価損 3,530 

特別損失合計 3,530 

税引前四半期純利益 137,866 

法人税、住民税及び事業税 71,348 

法人税等調整額 △13,109 

法人税等合計 58,239 

四半期純利益 79,626 

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 137,866 

減価償却費 8,919 

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,299 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,530 

受取利息及び受取配当金 △2,499 

支払利息 47,503 

たな卸資産の増減額（△は増加） 739,971 

仕入債務の増減額（△は減少） △259,419 

その他 △101,214 

小計 590,955 

利息及び配当金の受取額 2,499 

利息の支払額 △43,120 

法人税等の支払額 △448 

営業活動によるキャッシュ・フロー 549,886 

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 △6,000 

定期預金の払戻による収入 6,000 

有形固定資産の取得による支出 △18,563 

無形固定資産の取得による支出 △15,766 

敷金及び保証金の差入による支出 △4,306 

敷金及び保証金の回収による収入 96 

その他 △330 

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,870 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △181,500 

長期借入れによる収入 131,000 

長期借入金の返済による支出 △1,634,215 

自己株式の取得による支出 △11,722 

配当金の支払額 △62,076 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,758,513 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,247,497 

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,085 

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,588 

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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前四半期に係る財務諸表等 

 （１）（要約）四半期損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前年同四半期 

(平成20年６月期 

第１四半期)

金額（千円） 百分比

Ⅰ 売上高 2,211,845 100.0

Ⅱ 売上原価 1,605,831 72.6

 売上総利益 606,013 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 184,351 8.3

 営業利益 421,662 19.1

Ⅳ 営業外収益 905 0.0

Ⅴ 営業外費用 41,327 1.9

 経常利益 381,239 17.2

Ⅵ 特別利益 - -

  税引前四半期純利益 381,239 17.2

 税金費用 171,901 7.7

 四半期純利益 209,338 9.5

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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 （２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期 

(平成20年６月期 

第１四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前四半期純利益 381,239

 ２ 減価償却費 4,130

  ３ 賞与引当金の増加額 16,186

 ４ 役員賞与引当金の増減額(△は減少) △ 17,500

 ５ 受取利息及び受取配当金 △ 720

 ６ 支払利息及び社債利息 40,969

 ７ 売上債権の増加額 △ 34,786

 ８ 販売用不動産の増加額 △ 190,464

 ９ 仕掛販売用不動産の増加額 △ 3,602,579

 10 前渡金の増減額(△は増加) 240,247

 11 買掛金の増減額(△は減少) 376,702

 12 その他 45,032

小計 △ 2,741,542

 13 利息及び配当金の受取額 720

 14 利息の支払額 △ 49,542

 15 法人税等の支払額 △ 444,442

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,234,807

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △ 3,500

 ２  定期預金の払戻による収入 12,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 29,903

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 3,375

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △ 10,000

 ６ その他 △ 4,500

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39,278

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増減額（△は減少） 734,500

 ２ 長期借入金による収入 5,034,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 664,215

 ４ 社債の償還による支出 △ 100,000

 ５ 配当金の支払額 △ 55,294

  財務活動によるキャッシュ・フロー 4,948,990

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,674,904

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,060,558

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,735,462

㈱アーバネットコーポレーション(3242)平成21年6月期 第1四半期決算短信(非連結）
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