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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

 

(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 ％

21年5月期第2四半期 19,953 ― △182 ― △617 ― △765 ―

20年5月期第2四半期 25,532 46.6 1,859 64.3 1,261 45.5 721 48.4

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5月期第2四半期 △12,450.19 ―

20年5月期第2四半期 11,798.11 11,785.96

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5月期第2四半期 31,430 4,776 15.2 77,671.62
20年5月期 39,229 5,637 14.4 91,668.65

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  4,776百万円 20年5月期  5,637百万円

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5月期 ― 3,000.00 ― 2,000.00 5,000.00
21年5月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 700.00 700.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31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 41,622 △12.3 1,174 △44.5 362 △63.2 146 △73.2 2,379.63

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  無  

(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） 

(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 
１．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、当社が当資料の発表日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。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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） 21年5月期第2四半期  61,500株 20年5月期  61,500株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  ―株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  61,500株 20年5月期第2四半期  61,124株



当第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日～平成20年11月30日）におけるわが国経済は、金融不安に端を発す

る欧米景気の急激な減速、円高を背景に、輸出産業をはじめとする企業業績が悪化し、景気後退局面の長期化が避け

られない状況となりました。企業は、設備投資の削減や在庫調整を余儀なくされ、また、家計においても、所得環境

の低迷、株価下落による逆資産効果などにより、個人消費の落ち込みが続いております。 

当社グループが属するセカンダリー（中古）マンション市場は、都心部の高額物件を中心に、需給ギャップの拡大

により価格下落局面となっており、在庫の早期売却を要する極めて厳しい状況が続いております。 

このような市場環境の変化に対応し、当社グループでは、前期から引き続き総資産の圧縮、財務体質の強化を目的

に、早期の物件販売により事業回転率を高めて、たな卸資産の削減を図りながら、物件の入れ替えに注力してまいり

ました。これらの取り組みにより、たな卸資産の減少及び総資産の圧縮が順調に進展し、財務体質の向上を図ること

ができました。 

当社グループの主たる事業でありますリノベーション（再生）マンション「リノヴェックスマンション」の販売

は、２千万円前後の物件がボリュームゾーン（ 多価格帯）となっており、安定した実需を背景に底堅いものの、総

資産の圧縮に向けて仕入を抑制したことにより、売出し物件が減少し、その結果、当第２四半期（９～11月）の後半

に販売件数が鈍化いたしました。 

また、利益面では、平成20年に仕入れた好条件の物件割合が高くなるのに伴い、物件販売による粗利益率が第１

四半期に比べ改善が進み、当第２四半期（９～11月）の連結営業利益及び経常利益が黒字に転換し、第１四半期から

の営業損失及び経常損失の幅を縮小いたしました。また、当第２四半期（９～11月）における棚卸評価損は、ほぼ想

定水準である56百万円に止まり、第１四半期に計上した6億27百万円と合わせて6億84百万円を売上原価に計上いたし

ました。 

総資産圧縮の進捗状況といたしましては、早期の物件販売を促進し、仕入調整を実施したことにより、たな卸資産

が順調に減少し、総資産の圧縮に取り組み始めた前期第１四半期末の総資産443億円から129億円減少し、当第２四半

期末は314億円となりました。総資産の圧縮の進展により、有利子負債が前期第１四半期末から120億円削減され、当

第２四半期末で246億円となり、財務体質の向上を図ることができました。 

  このような結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高199億53百万円（前年同期比21.9％減）とな

り、営業損失が1億82百万円、経常損失が6億17百万円、四半期純損失が7億65百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

（中古マンション再生流通事業 〔リノヴェックスマンション事業〕） 

当事業部門におきまして、当第２四半期連結累計期間の物件販売による売上は、販売件数が前年同期比8.1％減

（61件減）の691件と推移し、売上高は189億22百万円（前年同期比11.5％減）となりました。また、マンションによ

る賃貸収入売上は、一定水準の安定した物件保有により売上高が2億13百万円（同5.7％減）となりました。また、そ

の他収入売上につきましては、子会社株式会社インテリックス住宅販売の不動産仲介手数料等により40百万円（同

2.5％減）となりました。 

これらの結果、当事業部門の売上高が191億77百万円（同11.4％減）、営業損失は94百万円（前年同期：営業利益

16億16百万円）となりました。  

  

（その他不動産事業） 

当事業部門におきましては、その他不動産（ビル、戸建、土地等）の物件販売は、不動産市況の悪化を受けて、そ

の売上高は2億45百万円（前年同期比92.9％減）と大幅な減収となりました。また、その他不動産による賃貸収入売

上は、3億97百万円（同2.3％減）、その他収入売上は、子会社株式会社インテリックス空間設計の一般ユーザー向け

リノヴェックス内装事業の開始等により1億33百万円（同208.1％増）となりました。 

これらの結果、当事業部門の売上高が7億76百万円（同80.0％減）、営業利益は1億55百万円（同72.6％減）となり

ました。 

  

※ 前年同四半期増減率、及び前年同四半期の金額は、参考として記載しております。 

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 



  

 （財政状態の分析) 

当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が314億30百万円（前連結会計年度末比77億99百万円

減）、負債が266億53百万円（同69億38百万円減）、純資産は47億76百万円（同8億60百万円減）となりました。 

資産の前連結会計年度末からの主な減少要因は、総資産の圧縮に向けて物件販売を促進したため、たな卸資産が76

億53百万円減少したことによるものであります。 

負債の前連結会計年度末からの主な減少要因は、短期借入金が45億12百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期

借入金を含む）が21億89百万円、社債（１年内償還予定の社債を含む）が１億26百万円それぞれ減少したこと等によ

るものであります。 

また、純資産の主な減少要因は、四半期純損失を7億65百万円計上したことによるものであります。 

  

（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、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、税金等

調整前四半期純損失を7億15百万円計上したものの、総資産の圧縮に向け、物件販売を促進したことにより、たな卸

資産の減少76億53百万円を主な要因として70億円の収入超過となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、

定期預金の預入による支出等により7百万円の支出超過となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、短期借入金の純減少額45億12百万円、長期借入金の返済による支出46億円となった一方で、長期借入れによる収

入24億11百万円となったこと等により、69億47百万円の支出超過となりました。 

以上により、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ45百万円増加

し12億32百万円となりました。 

  

当社グループを取り巻く市場環境は、資産デフレの長期化の様相を呈してきており、依然として予断を許さない厳

しい状況であると認識しております。当社グループといたしましても、市場及び販売動向を慎重に見極める必要があ

ることから、平成21年５月期通期の業績予想は、従来どおりとさせていただきます。 

  

  該当事項はありません。  

  

 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 

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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

  当所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 



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20年11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20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,284,311 1,233,063

売掛金 21,122 19,719

販売用不動産 21,287,629 27,542,138

仕掛販売用不動産 2,253,609 3,652,407

前渡金 208,317 137,356

繰延税金資産 334,406 317,236

その他 139,549 265,312

貸倒引当金 △5,196 △4,718

流動資産合計 25,523,750 33,162,517

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,557,130 1,571,582

土地 3,270,732 3,270,732

その他（純額） 22,864 27,432

有形固定資産合計 4,850,727 4,869,747

無形固定資産   

借地権 467,663 467,663

その他（純額） 8,017 9,674

無形固定資産合計 475,680 477,338

投資その他の資産   

投資有価証券 177,872 216,423

繰延税金資産 18,435 92,583

敷金及び保証金 239,370 272,489

その他 153,032 148,410

貸倒引当金 △8,682 △9,517

投資その他の資産合計 580,028 720,388

固定資産合計 5,906,437 6,067,474

資産合計 31,430,187 39,229,992



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 524,376 365,647

短期借入金 10,861,125 15,373,180

1年内返済予定の長期借入金 7,134,858 7,146,622

1年内償還予定の社債 962,000 252,000

未払法人税等 15,592 86,144

前受金 122,705 157,847

その他 609,165 785,849

流動負債合計 20,229,823 24,167,291

固定負債   

社債 346,000 1,182,000

長期借入金 5,394,308 7,571,643

役員退職慰労引当金 － 142,386

その他 683,251 529,048

固定負債合計 6,423,559 9,425,078

負債合計 26,653,383 33,592,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,152 1,136,152

資本剰余金 1,245,001 1,245,001

利益剰余金 2,407,062 3,295,749

株主資本合計 4,788,215 5,676,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,411 △39,281

評価・換算差額等合計 △11,411 △39,281

純資産合計 4,776,804 5,637,621

負債純資産合計 31,430,187 39,229,992



（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 19,953,389

売上原価 18,556,258

売上総利益 1,397,131

販売費及び一般管理費 1,579,425

営業損失（△） △182,294

営業外収益  

受取利息 1,229

受取配当金 2,295

受取違約金 10,200

受取保険金 3,824

持分法による投資利益 2,809

その他 6,088

営業外収益合計 26,447

営業外費用  

支払利息 369,271

支払手数料 79,507

その他 13,149

営業外費用合計 461,928

経常損失（△） △617,776

特別利益  

固定資産売却益 247

貸倒引当金戻入額 2,164

特別利益合計 2,412

特別損失  

固定資産処分損 358

投資有価証券評価損 87,690

店舗閉鎖損失 9,567

その他 2,484

特別損失合計 100,101

税金等調整前四半期純損失（△） △715,465

法人税、住民税及び事業税 12,362

法人税等調整額 37,859

法人税等合計 50,221

四半期純損失（△） △765,686



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11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（△） △715,465

減価償却費 38,498

持分法による投資損益（△は益） △2,809

繰延消費税等償却額 140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △357

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,381

受取利息及び受取配当金 △3,525

支払利息 369,271

投資有価証券評価損益（△は益） 87,690

ゴルフ会員権評価損 1,252

固定資産売却損益（△は益） △247

固定資産処分損益（△は益） 358

売上債権の増減額（△は増加） △1,402

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,653,306

前渡金の増減額（△は増加） △70,961

仕入債務の増減額（△は減少） 158,729

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,204

その他の資産の増減額（△は増加） 50,375

その他の負債の増減額（△は減少） △194,558

小計 7,363,472

利息及び配当金の受取額 4,185

利息の支払額 △368,015

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 628

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,000,270

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 △6,086

固定資産の取得による支出 △1,596

その他 345

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,337

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） △4,512,055

長期借入れによる収入 2,411,500

長期借入金の返済による支出 △4,600,599

社債の償還による支出 △126,000

配当金の支払額 △120,617

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,947,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,161

現金及び現金同等物の期首残高 1,187,491

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,232,652



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 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20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は、事業内容を勘案して次のとおりに区分しております。 

(1）中古マンション再生流通事業……中古マンションを購入し再生させて販売する事業。 

(2）その他不動産事業……ビル・戸建・土地の売買及び不動産賃貸等の不動産関連事業。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11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。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高がないため、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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円） 

その他不動産
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  19,177,110  776,278  19,953,389  －  19,953,389

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  19,177,110  776,278  19,953,389  －  19,953,389

営業利益又は営業損失（△）  △94,930  155,245  60,314  △242,608  △182,294

〔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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        25,532,766  100.0

Ⅱ 売上原価        21,594,124  84.6

売上総利益        3,938,641  15.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,079,239  8.1

営業利益        1,859,401  7.3

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息 966            

２．受取配当金  1,951            

３．受取違約金   16,700            

４．デリバティブ利益  581            

５．その他  18,947  39,146  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  483,739            

２．支払手数料  126,228            

３．株式交付費   1,980            

４．社債発行費   4,224            

５．持分法による投資損失  910            

６．その他  19,960  637,044  2.5

経常利益        1,261,503  4.9

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益  22  22  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産処分損  44  44  0.0

税金等調整前中間純利益        1,261,480  4.9

法人税、住民税及び事業
税  494,665            

法人税等調整額  45,666  540,332  2.1

中間純利益        721,147  2.8

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッ 
    シュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  1,261,480

減価償却費   38,674

持分法による投資損益  910

デリバティブ損益  △581

繰延消費税等償却額   324

貸倒引当金の増加又は
減少（△）額   4,753

役員退職慰労引当金の
増加又は減少（△）額   17,501

社債発行費   4,224

株式交付費   1,980

新株予約権発行費   5,891

受取利息及び受取配当
金  

△2,918

支払利息   483,739

固定資産処分損   44

売上債権の増加（△）
又は減少額   1,896

たな卸資産の増加（△）
又は減少額   84,528

前渡金の増加（△）又は
減少額   148,943

仕入債務の増加又は減少
（△）額   122,577

未収消費税等の増加
（△）又は減少額   245,182

未払消費税等の増加又は
減少（△）額  35,933

その他資産の増加（△）
又は減少額 

△97,200

その他負債の増加又は減
少（△）額  

△132,153

小計  2,225,734

利息及び配当金の受取
額   3,578

利息の支払額  △444,514

法人税等の支払額  △741,768

営業活動によるキャッ 
シュ・フロー  1,043,029



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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  

△13,574

固定資産の取得による
支出  

△44,145

その他  △26,671

投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

△84,390

Ⅲ 財務活動によるキャッ 
  シュ・フロー      

短期借入金の純増加又は
減少（△）額  

△555,550

長期借入れによる収入  4,306,800

長期借入金の返済による
支出  

△4,604,008

社債の発行による収入  295,775

社債の償還による支出 △125,000

株式の発行による収入  87,299

新株予約権の発行による
収入   12,564

配当金の支払額  △179,778

財務活動によるキャッ 
シュ・フロー 

△761,899

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  196,739

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  504,787

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 701,527

    



前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
中古マンショ
ン再生流通事
業（千円） 

その他不動産
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  21,644,645  3,888,120  25,532,766 －  25,532,766

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － 

計  21,644,645  3,888,120  25,532,766 －  25,532,766

営業費用  20,027,911  3,320,688  23,348,600  324,764  23,673,364

営業利益  1,616,734  567,431  2,184,165  △324,764  1,859,401

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

      海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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