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1.  平成21年6月期第2四半期の業績（平成20年7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6月期第2四半期 2,942 ― △359 ― △446 ― △276 ―
20年6月期第2四半期 4,027 △15.2 722 △26.4 624 △32.4 362 △33.6

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2四半期 △15,956.61 ―
20年6月期第2四半期 20,811.87 19,204.74

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2四半期 11,422 2,247 19.7 130,614.87
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2四半期  2,247百万円 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） ――― ――― ― 2,000.00 2,000.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,950 59.8 250 △48.6 70 △77.5 35 △77.0 1,999.09

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  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2四半期  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2四半期  300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2四半期  17,314株 20年6月期第2四半期  17,413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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当第２四半期におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融市場の混乱や極度な金融信用収縮が続くな
か、実体経済への影響が急速に強まり、企業収益減少・個人消費の減退に続き雇用不安等も強まってまい
りました。 
 当社が属する不動産業界におきましても、不動産市況の急激な悪化、金融機関による不動産向け融資の
厳格化、相次ぐ不動産会社の経営破綻など依然として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、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が、当第２四半期におきましては、個人投資家への売却を予定しておりました２物件
（販売価格1,974百万円）が、個人投資家に対する銀行融資の厳格化により、両物件ともワンルーム販売
会社への売却に変更いたしました。ワンルーム販売会社への売却につきましては、１棟販売契約ではある
ものの、契約締結から 終引渡時期までに戸別に物件引渡しが完了した分を戸別に売上計上してまいりま
すため、両物件の総戸数115戸のうち23戸（398百万円）が当第２四半期において計上されました結果、残
戸につきましては、当第３四半期に売上計上となる予定であります。 
 また、上述した環境下におきましては、不動産価格の大幅かつ急速な低下はとどまらず、当社の開発物
件についても更なる収益率の低下が否めない状況にあるという認識の下に、各物件の評価について見直し
を行いました結果、当第２四半期会計期間において「棚卸資産の評価に関する会計基準」による棚卸資産
評価損を売上原価に471百万円計上いたしました。 
 特別損益におきましては、当社は保有有価証券を売却してまいりましたが、唯一保有しておりました非
上場株式に関して当該企業が平成20年11月27日に民事再生法の申請をいたしましたことから、10百万円を
特別損失に計上しております。 
 こうした結果、当第２四半期累計期間における当社の業績は、当第２四半期より開始いたしました新築
残戸物件の仕入販売は順調に推移しているものの、売上高2,942百万円、営業損失359百万円、経常損失
446百万円、四半期純損失276百万円となりました。 
 上記の結果を踏まえ、当社は、代表取締役20％その他全取締役10％の役員報酬カットを10月に遡及して
実施するとともに全従業員の冬季賞与を予算の半額に減少するなど、経費削減を実施しております。 
 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３棟85戸（内、２棟は戸別決済による23戸）、戸建住宅４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2,426百万円となりまし
た。 
（その他不動産事業）  
 新築残戸物件の２物件（14戸）のエンドユーザー向け仕入販売による売上高474百万円のほか不動産賃
貸業等により、売上高516百万円となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ2,387百万円減少し、11,422百万円となりまし
た。これは主として現金及び預金が1,350百万円及び仕掛販売用不動産が1,683百万円減少した一方、新築
残戸物件の購入に伴い販売用不動産が319百万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2,005百万円減少し、9,174百万円となりました。これは主として長短借入金が
2,642百万円（短期借入金242百万円、長期借入金2,399百万円）及び買掛金が145百万円減少した一方、一
年内返済予定の長期借入金が891百万円増加したことによるものであります。 
 純資産は、前期末に比べ381百万円減少し、2,247百万円となりました。これは、主として四半期純損失
を276百万円計上したことと、剰余金の配当や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  
 当第２四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1,264
百万円減少し、924百万円となりました。   

（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、554百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を459百万
円計上、買掛金が145百万円減少した一方で、たな卸資産が不動産開発物件の販売等により1,271百万円減
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） 

投資活動により獲得した資金は、33百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入を86
百万円計上した一方で、有形・無形固定資産の取得による支出を39百万円計上し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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により支出した資金は、1,852百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少額242百
万円、長期借入金の返済による支出1,778百万円を行った一方で、長期借入れによる収入271百万円を行っ
たこと及び配当金の支払額87百万円によるものであります。  

  

平成21年２月３日に発表いたしました「棚卸資産評価損の計上並びに平成21年６月期第２四半期累計期
間業績予想及び通期業績予想並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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44百万円、土地61百万円を有形固定

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
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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２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 944,743 2,295,085

販売用不動産 2,537,171 2,217,682

仕掛販売用不動産 6,865,555 8,549,116

その他のたな卸資産 26,136 39,960

その他 538,282 284,930

流動資産合計 10,911,890 13,386,775

固定資産   

有形固定資産 317,283 219,314

無形固定資産 42,887 46,580

投資その他の資産   

その他 166,641 173,193

貸倒引当金 △16,610 △16,610

投資その他の資産合計 150,031 156,583

固定資産合計 510,202 422,477

資産合計 11,422,093 13,809,253

負債の部   

流動負債   

買掛金 887,591 1,033,199

短期借入金 59,300 302,000

1年内返済予定の長期借入金 6,678,524 5,786,860

未払法人税等 17,654 －

賞与引当金 3,570 －

その他 211,360 340,761

流動負債合計 7,858,000 7,462,820

固定負債   

長期借入金 1,311,061 3,710,599

その他 5,411 6,932

固定負債合計 1,316,472 3,717,531

負債合計 9,174,472 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 1,088,823 1,452,642

自己株式 △14,683 －

株主資本合計 2,247,371 2,625,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 3,027

評価・換算差額等合計 － 3,027

新株予約権 249 －

純資産合計 2,247,620 2,628,901

負債純資産合計 11,422,093 13,809,253
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,942,461

売上原価 2,892,425

売上総利益 50,036

販売費及び一般管理費 409,842

営業損失（△） △359,805

営業外収益  

受取利息 2,600

保険解約返戻金 1,460

投資事業組合運用益 798

その他 2,104

営業外収益合計 6,964

営業外費用  

支払利息 90,633

その他 3,194

営業外費用合計 93,827

経常損失（△） △446,669

特別利益  

投資有価証券売却益 1,322

特別利益合計 1,322

特別損失  

投資有価証券評価損 10,000

投資有価証券売却損 3,664

特別損失合計 13,664

税引前四半期純損失（△） △459,012

法人税、住民税及び事業税 15,147

法人税等調整額 △197,880

法人税等合計 △182,732

四半期純損失（△） △276,279

㈱アーバネットコーポレーション（3242）平成21年6月期第2四半期決算短信

5



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,028,331

売上原価 1,367,287

売上総損失（△） △338,956

販売費及び一般管理費 206,766

営業損失（△） △545,722

営業外収益  

受取利息 100

保険解約返戻金 1,460

投資事業組合運用益 798

その他 1,477

営業外収益合計 3,836

営業外費用  

支払利息 43,130

その他 3,048

営業外費用合計 46,179

経常損失（△） △588,065

特別利益  

投資有価証券売却益 1,322

特別利益合計 1,322

特別損失  

投資有価証券評価損 6,470

投資有価証券売却損 3,664

特別損失合計 10,134

税引前四半期純損失（△） △596,878

法人税、住民税及び事業税 △56,200

法人税等調整額 △184,771

法人税等合計 △240,972

四半期純損失（△） △355,906
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７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  

税引前四半期純損失（△） △459,012

減価償却費 18,390

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,570

投資事業組合運用損益（△は益） △798

投資有価証券評価損益（△は益） 10,000

投資有価証券売却損益（△は益） 2,342

受取利息及び受取配当金 △2,600

支払利息 90,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,271,121

前渡金の増減額（△は増加） △39,000

仕入債務の増減額（△は減少） △145,607

その他 △123,297

小計 625,742

利息及び配当金の受取額 2,600

利息の支払額 △82,754

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,673

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 △12,000

定期預金の払戻による収入 86,000

有形固定資産の取得による支出 △23,073

無形固定資産の取得による支出 △16,840

投資有価証券の売却による収入 3,817

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 33,363

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） △242,700

長期借入れによる収入 271,000

長期借入金の返済による支出 △1,778,874

自己株式の取得による支出 △14,683

配当金の支払額 △87,121

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,852,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,264,341

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 924,743
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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。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

自己株式の取得 
平成21年２月３日開催の臨時取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 
①取得を行う理由 
  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため。 
②取得対象株式の種類 
  当社普通株式 
③取得する株式の総数 
  208株（上限） 
④株式の取得価額の総額 
   ６百万円（上限） 
⑤自己株式取得の日程 
   平成21年２月９日～平成21年６月30日 

(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

(6) 重要な後発事象
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 （１）（要約）中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間会計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,027,110 100.0

Ⅱ 売上原価 2,939,364 73.0

   売上総利益 1,087,746 27.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 364,862 9.0

   営業利益 722,883 18.0

Ⅳ 営業外収益 3,148 0.0

Ⅴ 営業外費用 101,557 2.5

   経常利益 624,474 15.5

Ⅵ 特別利益 1,418 0.0

Ⅶ 特別損失 6,800 0.1

   税引前中間純利益 619,093 15.4

   法人税、住民税及び事業税 239,377

   法人税等調整額 17,315 256,693 6.4

   中間純利益 362,399 9.0
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 （２）（要約）中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間

(自 平成19年７月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 619,093

 ２ 減価償却費 9,963

 ３ 貸倒引当金の減少額 △16,730

 ４ 賞与引当金の増加額 5,899

 ５ 役員賞与引当金の減少額 △17,500

 ６ 投資組合運用損失 771

 ７ 固定資産除却損失 6,800

 ８ 固定資産売却益 △1,418

 ９ 受取利息及び受取配当金 △1,349

 10 支払利息及び社債利息 100,427

 11 売上債権の増加額 △4,200

 12 販売用不動産の減少額 874,882

 13 仕掛販売用不動産の増加額 △5,525,843

 14 前渡金の減少額 313,697

 15 買掛金の減少額 △97,893

 16 その他 36,110

    小計 △3,697,289

 17 利息及び配当金の受取額 1,349

 18 利息の支払額 △113,011

 19 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 △4,253,394

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 △11,000

 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 △42,142

 ４ 有形固定資産の売却による収入 3,230

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △14,243

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △29,963

 ７ その他 △604,526

   投資活動によるキャッシュ・フロー △686,645

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加額 781,000

 ２ 長期借入れによる収入 6,996,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △1,455,430

 ４ 社債の償還による支出 △100,000

 ５ 株式の発行による収入 5,346

 ６ 配当金の支払額 △86,118

   財務活動によるキャッシュ・フロー 6,140,798

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,200,758

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中間期末残高 2,261,317
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