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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 10,781 ― 2,918 ― 2,562 ― 9 ―

20年9月期第1四半期 4,049 △19.3 885 △78.9 601 △84.7 359 △83.0

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9月期第1四半期 36.77 ―

20年9月期第1四半期 1,343.58 ―

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9月期第1四半期 47,718 15,554 32.6 58,805.90
20年9月期 55,205 15,959 28.9 60,310.17

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  15,588百万円 20年9月期  15,977百万円

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9月期 ― 500.00 ― 1,500.00 2,000.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 900.00 900.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9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 12,462 103.8 2,369 37.9 1,764 54.9 643 △2.7 2,431.98
通期 24,424 59.3 3,331 △15.3 2,177 △21.3 1,111 △28.3 4,201.93

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  

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。  

(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） 

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。  

(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9月期第1四半期  267,808株 20年9月期  267,808株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  3,308株 20年9月期  3,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  264,576株 20年9月期第1四半期  267,808株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。実際の業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．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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 当第１四半期会計期間(平成20年10月1日～平成20年12月31日)におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン

問題に端を発した世界的な金融不安や円高等による影響が実体経済に波及し、企業収益が大幅に減少するなど景気後

退が顕著となっております。また、家計部門においても雇用環境が急速に悪化するなど、消費者マインドの冷え込み

が消費の伸び悩みに繋がり、経済環境は厳しい状況にあります。 

当社の属する不動産業界におきましては、急激な信用収縮により、金融機関の融資姿勢は一段と厳しくなってお

ります。このため不動産の流動性も低下し、マーケット全般の先行き見通しは大変不透明な状況にあります。 

このような事業環境下、資産の圧縮と有利子負債の削減により自己資本比率を高め、より健全な財務基盤とする

ため積極的に販売用不動産の売却活動を行いました。また、総合不動産業としての安定性を構築するため、賃貸部門

の育成に注力し、複数の新規オフィスビルの建築を進めるとともに、既存物件のテナントリーシング業務の強化を行

いました。 

以上の結果、当第1四半期会計期間の経営成績は、売上高10,781百万円（前年同期比166.2％増）、経常利益2,562

百万円（同326.0％増）、四半期純利益9百万円（同97.3％減）となりました。 

なお、四半期純利益が前年同期比減少しておりますのは、当期より適用となりました「棚卸資産の評価に関する

会計基準」によりたな卸資産評価損2,544百万円を計上したことによるものです。 

当第1四半期会計期間の事業部門別の業績は次のとおりであります。 

なお、開発分譲事業は、厳しいマーケット環境が継続するとの見通しから、当面は事業環境の推移を注視し、参

入の機会を探ってまいりますが、同事業の業績に占める割合が僅少となっていることから、当第１四半期会計期間よ

り、同事業を業績の部門別開示の対象から除外しております。 

（不動産投資事業） 

 販売用不動産の売却活動に注力した結果、その売却収入は9,798百万円（前年同期比334.9%）となり、販売用不動

産からの賃料収入325百万円と併せて、売上高は10,124百万円（同270.0％増）、売上総利益は2,936百万円（同

264.2％増）となりました。 

（賃貸事業） 

 前期末に販売用不動産から固定資産に振替えたことによる賃料収入の増加、既存ビルのテナントリーシング強化に

よる稼働率の向上等により賃料収入が増加しました。売上高は657百万円（前年同期比25.9％増）、売上総利益は222

百万円（同41.2％増）となりました。 

 前年同期比は参考として記載しております。 

  

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

  当第１四半期会計期間末におきましては、総資産は、前事業年度末の55,205百万円から47,718百万円と7,487百万

円減少しました。これは主に、現金及び預金が314百万円、建物が404百万円増加したものの、資産の圧縮によりたな

卸資産が8,045百万円減少したことによるものです。 

 総負債は、前事業年度末の39,246百万円から32,164百万円と7,081百万円減少しました。これは主に、不動産の売

却に伴う借入金の返済により短期借入金が1,739百万円、長期借入金（一年以内含む）が4,556百万円及び社債（一年

以内含む）が657百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、前事業年度末の15,959百万円から15,554百万円と405百万円減少しました。これは主に、配当金を396百

万円支出したことによるものです。 

  

[キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等] 

  当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが8,040百万

円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが442百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローが

7,282百万円の支出超過となったことにより、期首より314百万円増加し、8,481百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその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、8,040百万円の収入超過となりました。これは主に、たな卸資産の減少額

4,792百万円及びたな卸資産評価損3,252百万円があったことによるものです。 

（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、442百万円の支出超過となりました。これは主に、賃貸事業用の不動産を

中心とした有形固定資産の取得による支出404百万円及び無形固定資産の取得による支出37百万円があったことによ

るものです。 

定性的情報・財務諸表等 

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 
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（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、7,282百万円の支出超過となりました。これは主に、長期借入れによる収

入2,259百万円があったものの、短期借入金の純減少額1,739百万円、長期借入金の返済による支出6,815百万円、社

債の償還による支出657百万円、配当金の支払額328百万円があったことによるものです。 

  

平成20年11月10日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。   

  

  

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 たな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、事業年度に依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。 

（四半期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１四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。 

  

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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１

四半期会計期間より「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）が適用さ

れたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）

により算定しております。これにより、営業利益、経常利益は708,053千円、税引前四半期純利益は3,252,996千

円減少しております。 
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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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,641,224 8,326,244

営業未収入金 32,231 33,365

販売用不動産 12,622,218 17,021,465

仕掛販売用不動産 8,827,170 12,473,157

その他 318,526 378,772

貸倒引当金 △128 △128

流動資産合計 30,441,243 38,232,877

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,944,264 6,539,278

土地 8,464,401 8,464,401

その他（純額） 199,864 256,787

有形固定資産合計 15,608,529 15,260,467

無形固定資産 759,510 722,787

投資その他の資産 909,341 989,568

固定資産合計 17,277,382 16,972,823

資産合計 47,718,626 55,205,700

負債の部   

流動負債   

営業未払金 84,932 95,411

短期借入金 501,000 2,240,000

1年内返済予定の長期借入金 9,884,105 10,355,448

1年内償還予定の社債 959,500 1,009,500

未払法人税等 14,400 6,717

賞与引当金 17,959 19,475

その他 792,046 609,763

流動負債合計 12,253,943 14,336,316

固定負債   

社債 2,252,000 2,859,000

長期借入金 15,442,780 19,528,209

退職給付引当金 13,941 12,841

受入敷金保証金 2,144,062 2,480,187

その他 57,738 29,687

固定負債合計 19,910,521 24,909,925

負債合計 32,164,464 39,246,242
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,969,192 4,969,192

資本剰余金 5,099,179 5,099,179

利益剰余金 5,721,167 6,108,373

自己株式 △201,139 △199,683

株主資本合計 15,588,400 15,977,062

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △34,238 △17,604

評価・換算差額等合計 △34,238 △17,604

純資産合計 15,554,161 15,959,457

負債純資産合計 47,718,626 55,205,700
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,781,168

売上原価 7,622,010

売上総利益 3,159,157

販売費及び一般管理費 240,826

営業利益 2,918,331

営業外収益  

受取利息 1,084

雑収入 694

営業外収益合計 1,779

営業外費用  

支払利息 196,365

資金調達費用 154,761

雑損失 6,912

営業外費用合計 358,039

経常利益 2,562,071

特別損失  

たな卸資産評価損 2,544,942

特別損失合計 2,544,942

税引前四半期純利益 17,128

法人税等合計 7,400

四半期純利益 9,728
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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10月１日 
 至 平成20年12月31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 17,128

減価償却費 78,555

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,515

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,099

受取利息及び受取配当金 △1,084

支払利息 196,365

たな卸資産評価損 3,252,996

売上債権の増減額（△は増加） 1,133

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,792,237

仕入債務の増減額（△は減少） △10,478

その他 △109,305

小計 8,217,130

利息及び配当金の受取額 1,084

利息の支払額 △178,747

法人税等の支払額 549

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,040,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △404,095

無形固定資産の取得による支出 △37,383

その他 △686

投資活動によるキャッシュ・フロー △442,165

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） △1,739,000

長期借入れによる収入 2,259,000

長期借入金の返済による支出 △6,815,773

社債の償還による支出 △657,000

自己株式の取得による支出 △1,456

配当金の支払額 △328,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,282,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,979

現金及び現金同等物の期首残高 8,166,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,481,224
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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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,049,997

Ⅱ 売上原価  2,916,224

売上総利益  1,133,772

Ⅲ 販売費及び一般管理費  248,492

営業利益  885,279

Ⅳ 営業外収益  2,868

Ⅴ 営業外費用  286,706

経常利益  601,441

Ⅵ 特別利益  4

税引前四半期純利益  601,446

法人税等  241,624

四半期純利益  359,822
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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９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      

税引前四半期純利益  601,446

減価償却費  49,844

貸倒引当金の増減額（減少：△） △4

賞与引当金の増減額（減少：△） △4,984

退職給付引当金の増減額（減少：△）  816

受取利息及び受取配当金 △759

支払利息  200,694

売上債権の増減額（増加：△）  6,542

棚卸資産の増減額（増加：△）  618,397

仕入債務の増減額（減少：△） △117,923

その他  663,547

小計  2,017,616

利息及び配当金の受取額  759

利息の支払額 △197,650

法人税等の支払額 △1,379,100

営業活動によるキャッシュ・フロー  441,624

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出 △269,933

無形固定資産の取得による支出 △200

有価証券の償還による収入  3,000

投資有価証券の取得による支出 △5,000

その他投資の取得による支出 △1,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △273,701

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（減少：△）  4,980,000

長期借入れによる収入  1,415,000

長期借入金の返済による支出 △4,113,603

社債の償還による支出 △179,500

配当金の支払額 △466,423

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,635,473

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  1,803,396

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  8,481,762

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  10,285,159
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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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