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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3月期第3四半期 2,487 ― △2,800 ― △3,086 ― △3,364 ―

20年3月期第3四半期 13,909 ― △19 ― △921 ― △167 ―

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3四半期 △8.00 ―

20年3月期第3四半期 △0.81 ―

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3四半期 10,564 4,815 45.6 △12.60

20年3月期 15,449 8,177 52.9 △4.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,815百万円 20年3月期  8,177百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

平成20年10月29日公表の業績予想を修正し、本日平成21年２月６日に、「業績予想の修正に関するお知らせ」を別途開示しております。  

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 6,100 △60.4 △2,900 ― △3,230 ― △3,510 ― △8.59

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） 

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

(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．平成20年10月29日に公表いたしました連結業績予想ならびに個別業績予想を本資料において修正しております。詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結
業績予想に関する定性的情報、および本日（平成21年２月６日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果になる場合があります。 
３．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。  

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3四半期  471,433,970株 20年3月期  471,433,970株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  968,765株 20年3月期  967,672株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  470,465,723株 20年3月期第3四半期  467,996,654株
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 当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、一昨年来のサブプライムローン問題に端を発する米国金融危機が

世界経済に波及し、急激な円高や株安、雇用情勢の悪化等により、企業収益・個人消費ともに減退し、景気後退が鮮

明となりました。  

 不動産業界におきましては、経済情勢の後退を受け、不動産をめぐる資金調達環境の悪化、地価の下落、売買取引

の停滞等を招いており、一段と厳しい環境が深刻化してまいりました。 

 このような状況の下、当第３四半期については、商品物件の販売に向けて積極的な営業活動を図るとともに、経費

の削減と有利子負債の圧縮に努めました。 

 売上高については、群馬県高崎市の分譲マンションがおおむね計画通りの販売状況であったほか、賃貸収益マンシ

ョン４棟の販売等を行いました。 

 営業利益及び経常利益については、予想以上に経済情勢や不動産市況の冷えこみが一段と深刻化した状況のため、

保有不動産に係るたな卸資産の簿価切下げを累計で2,626百万円を売上原価に計上したこと等から損失計上となりま

した。  

 特別損益については、第２四半期において貸倒引当金戻入48百万円を特別利益に計上した一方、物件取得のための

売買契約に係る契約解除損244百万円等、計311百万円の特別損失を計上しました。当第３四半期においては補償損失

引当金繰入13百万円を計上し、特別損失は累計で324百万円となりました。 

 以上の結果、当第３四半期（９ヶ月）の業績は、売上高2,487百万円、営業損失2,800百万円、経常損失3,086百万

円、四半期純損失3,364百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期末における総資産は、10,564百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,884百万円減少しました。

これは主に販売及び簿価切下げに伴う販売用不動産等のたな卸資産の減少2,410百万円、短期貸付金の回収による減

少600百万円、営業出資金の払戻し等による減少449百万円等によるものです。 

 負債は、5,748百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,522百万円減少しました。これは主に有利子負債の減少

625百万円、営業外支払手形の減少500百万円等によるものです。 

 純資産は、4,815百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,361百万円減少しました。これは主に四半期純損失

3,364百万円を計上したことによるものです。これらにより自己資本比率は45.6％となり、前連結会計年度末に比べ

て7.3ポイント減少しました。 

  

 今後の不動産業界の見通しにつきましては、第３四半期累計期間と同様に、不動産市況の低迷、売買取引の停滞が

避けられない状況が続くと予想されます。不動産価格の下落傾向は深刻さを増しており、第２四半期に続いて当第３

四半期会計期間においてもたな卸資産の簿価切下げを余儀なくされたこと、第４四半期に予定していた商業ビルの販

売ならびにマンション・宅地分譲等について、販売価格・数量とも計画を保守的に修正したこと等から、通期の業績

予想につきましては前回発表予想に対して大幅に減少する見込みです。 

 具体的には、第４四半期会計期間において、不動産物件の販売3,200百万円、マンションおよび宅地分譲370百万円

および賃料収入60百万円の売上高を見込んでおります。 

 以上のような状況により、通期の業績予想を、売上高6,100百万円、営業利益△2,900百万円、経常利益△3,230百

万円、当期純利益△3,510百万円に修正いたしました。 

 なお、詳細につきましては、本日（平成21年２月６日）に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧下さい。 

  

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

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 

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 

株式会社ＲＩＳＥ（8836）平成21年３月期　第３四半期決算短信

- 2 -



  

（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 

 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。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 540 1,240

受取手形及び売掛金 1 1

販売用不動産 7,561 9,733

その他のたな卸資産 0 239

営業出資金 330 779

その他 386 1,010

貸倒引当金 △0 △9

流動資産合計 8,820 12,994

固定資産   

有形固定資産 1,417 1,549

無形固定資産 0 0

投資その他の資産 326 904

固定資産合計 1,744 2,454

資産合計 10,564 15,449

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 59 74

短期借入金 964 820

1年内償還予定の社債 136 －

1年内返済予定の長期借入金 3,111 3,751

未払法人税等 6 77

引当金 65 164

その他 247 860

流動負債合計 4,591 5,747

固定負債   

社債 511 762

長期借入金 34 50

引当金 2 5

その他 609 705

固定負債合計 1,157 1,523

負債合計 5,748 7,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 30,112

資本剰余金 3,778 21,784

利益剰余金 △3,361 △43,118

自己株式 △600 △600

株主資本合計 4,815 8,177

純資産合計 4,815 8,177

負債純資産合計 10,564 15,449
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,487

売上原価 4,622

売上総損失（△） △2,135

販売費及び一般管理費 664

営業損失（△） △2,800

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 3

その他 16

営業外収益合計 27

営業外費用  

支払利息 247

その他 66

営業外費用合計 313

経常損失（△） △3,086

特別利益  

貸倒引当金戻入額 48

特別利益合計 48

特別損失  

投資有価証券評価損 5

補償損失引当金繰入 13

出資金評価損 12

減損損失 49

契約解除損 244

特別損失合計 324

税金等調整前四半期純損失（△） △3,362

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等合計 2

四半期純損失（△） △3,364
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４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  

税金等調整前四半期純損失（△） △3,362

減価償却費 34

減損損失 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △943

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 247

投資有価証券評価損益（△は益） 22

売上債権の増減額（△は増加） 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,410

営業出資金の増減額（△は増加） 449

仕入債務の増減額（△は減少） △14

未払消費税等の増減額（△は減少） △68

営業外支払手形の増減額（△は減少） △500

その他 1,049

小計 △639

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △245

法人税等の支払額 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △877

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 116

有形固定資産の取得による支出 △7

投資有価証券の売却による収入 60

貸付金の回収による収入 610

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー 797

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） 144

長期借入金の返済による支出 △655

社債の償還による支出 △114

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706

現金及び現金同等物の期首残高 1,117

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 123

現金及び現金同等物の四半期末残高 534
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 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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  当社グループは不動産事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  海外売上がないため、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〕 

〔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 

 平成20年６月25日開催の当社第62回定時株主総会において、資本金および資本準備金の額の減少議案が承認可

決され、平成20年８月１日にその効力が発生いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本

金が25,112百万円、資本準備金の額が14,907百万円、その他資本剰余金が3,099百万円減少するとともに、その

他利益剰余金が43,118百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金は、5,000百万円、資本準備

金は－百万円、その他資本剰余金は3,778百万円、その他利益剰余金は四半期純損失の計上による減少を含め

△3,361百万円となっております。 
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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）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高    13,909

Ⅱ 売上原価  12,537

売上総利益  1,371

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,391

営業損失  19

Ⅳ 営業外収益  120

Ⅴ 営業外費用  1,022

経常損失  921

Ⅵ 特別利益  785

Ⅶ 特別損失  28

税金等調整前四半期純損失  164

税金費用  2

四半期純損失  167
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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純利益（△純損失） △164

 減価償却費   44

 のれん償却額  19

 受取利息及び受取配当金 △52

 支払利息  788

 売上債権の減少額（△増加額）  55

 たな卸資産の減少額（△増加額）  23,025

 営業出資金の減少額（△増加額） △1,152

 仕入債務の増加額（△減少額） △855

 その他 △136

小計  21,571

 利息及び配当金の受取額  49

 利息の支払額 △891

 法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー  20,723

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入れによる支出  △0

 定期預金の払戻しによる収入  86

 投資有価証券の取得による支出 △490

 投資有価証券の売却による収入  46

 貸付による支出 △1,158

 貸付金の回収による収入  990

 その他   90

投資活動によるキャッシュ・フロー △435

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額（△減少額） △28,967

 長期借入れによる収入  621

 長期借入金の返済による支出 △3,402

 株式の発行による収入  11,339

 配当金の支払額 △1

 その他 △72

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,481

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △193

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  981

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  787
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