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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

（注）当社は、平成20年９月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。 

(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9月期第1四半期 130 ― △46 ― △48 ― △31 ―
20年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △1,106.26 ―
20年9月期第1四半期 ― ―

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 2,011 1,310 65.1 46,120.57
20年9月期 2,206 1,341 60.8 47,231.29

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,310百万円 20年9月期  1,341百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 910 ― 84 ― 73 ― 43 ― 1,520.72
通期 1,513 △21.7 125 △49.4 86 △70.4 49 △71.9 1,737.83

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、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。 

(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予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想
値と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9月期第1四半期  28,404株 20年9月期  28,404株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  28,404株 20年9月期第1四半期  28,020株
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融
市場の混乱により、株式や為替市場の大幅な変動などの影響を受け、企業業績の悪化や個人消費の停滞
等、景気の後退が明らかになってきました。 
当社グループが属する不動産業界におきましても、金融機関による不動産融資への一層の厳格化による

流動性の低下、相次ぐ不動産会社の経営破綻等、不動産市況の悪化が進み、厳しい事業環境が続いており
ます。 
このような環境下におきましては、当社グループは、プリンシパルインベストメント事業、アセットマ

ネジメント事業、セールスプロモーション事業を主軸として事業展開を進めてまいりました。 
プリンシパルインベストメント事業・アセットマネジメント事業については、不動産市況の悪化を踏ま

え、仕入基準をより厳格化するとともに、財務の健全性を一層向上させるべく、保有物件の売却による資
産圧縮に努めてまいりました。また、セールスプロモーション事業については、価格変動リスクの影響の
少ないフィービジネスである人材派遣の強化として、新規分野への人材派遣の拡大を積極的に推し進めて
まいりました。 
以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は130,980千円、営業損失は46,877千円、経常

損失は48,927千円、四半期純損失は31,422千円となりました。 
  
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 
  
（プリンシパルインベストメント事業） 
プリンシパルインベストメント事業につきましては、物件販売経路の開拓を推進し、新規の竣工案件を

含む保有物件の早期売却を優先課題として取り組んでまいりました。 
以上の結果、売上高は50,469千円、営業損失は5,437千円となりました。 
  
（アセットマネジメント事業） 
アセットマネジメント事業につきましては、当社がアセットマネージャーを務めるＳＰＣが保有する投

資対象不動産に対して、不動産価値の向上に努めてまいりました。 
以上の結果、売上高は8,475千円、営業利益は490千円となりました。 
  
（セールスプロモーション事業） 
セールスプロモーション事業につきましては、高級賃貸マンション、分譲マンション、サービスアパー

トメント等への人材の派遣は、不動産市場の悪化により受注が減少する一方、飲食店等への人材派遣が順
調に推移し、また、新規分野である販売促進補助業務等への人材派遣の拡大が順調に増加いたしました。
以上の結果、売上高は72,035千円、営業利益は6,250千円となりました。 
  
  
  

  

①資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ194,275千円減少し、2,011,885千円

となりました。これは主に、現金及び預金が404,904千円減少し、たな卸資産が207,981千円増加したこと
等によるものです。 
負債につきましては、前連結会計年度末と比べ162,669千円減少し、701,877千円となりました。これは

主に、一年内返済予定の長期借入金154,476千円増加し、長期借入金280,006千円減少したこと等によるも
のです。 
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べ31,605千円減少し、1,310,008千円となりました。こ

れは主に、利益剰余金が31,422千円減少したこと等によるものです。なお、自己資本比率につきましては
前連結会計年度末より4.3ポイント増加し65.1％となりました。 
  
②連結キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結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、前連結会計年

度末に比べ、406,904千円減少し、600,085千円となりました。 
また、当１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 
当第１四半期連結会計期間において営業活動に使用した資金は、306,983千円となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純損失49,972千円の計上、たな卸資産の増加額207,981千円及び法人税等の支払
額13,862千円によるものです。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間における投資活動によって得られた資金は、25,609千円となりました。これは主

に、関係会社株式の取得による支出5,000千円、関係会社の清算による収入36,947千円及び貸付けによる
支出4,250千円によるものです。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間における財務活動に使用した資金は、125,530千円となりました。これは、短期

借入れによる収入50,000千円、長期借入金の返済による支出125,530千円及び社債の償還による支出
50,000千円によるものです。 
  

  

平成20年11月13日に発表しました、平成20年９月期決算短信の記載の業績に変更はありません。 
連結業績予想は、当社が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、実際の業績等は、業

況の変化等により、予想数値と異なることがあります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に
開示してまいります。 
  

  
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

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、連結会計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。 

  

3. 連結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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 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
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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：千円)

当第１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 632,085 1,036,989

売掛金 48,801 46,085

販売用不動産 382,244 －

仕掛販売用不動産 656,172 830,434

その他 199,549 150,231

貸倒引当金 △10,346 △1,276

流動資産合計 1,908,505 2,062,465

固定資産   

有形固定資産 10,345 11,005

無形固定資産 2,201 2,094

投資その他の資産   

投資有価証券 25,114 58,001

長期貸付金 35,684 48,642

その他 30,281 33,782

貸倒引当金 △246 △9,831

投資その他の資産合計 90,832 130,596

固定資産合計 103,379 143,695

資産合計 2,011,885 2,206,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 958 5,118

短期借入金 395,000 345,000

1年内返済予定の長期借入金 192,400 37,924

1年内償還予定の社債 20,000 70,000

未払法人税等 331 15,207

賞与引当金 1,185 －

その他 52,002 71,290

流動負債合計 661,877 544,540

固定負債   

社債 40,000 40,000

長期借入金 － 280,006

固定負債合計 40,000 320,006

負債合計 701,877 864,546
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(単位：千円)

当第１四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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 317,513 317,513

資本剰余金 247,513 247,513

利益剰余金 747,113 778,536

株主資本合計 1,312,140 1,343,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,132 △2,005

評価・換算差額等合計 △2,132 △2,005

少数株主持分 － 57

純資産合計 1,310,008 1,341,614

負債純資産合計 2,011,885 2,206,161

株式会社ディア・ライフ（3245）平成21年９月期第１四半期決算短信

－5－



(2) 四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 130,980

売上原価 98,739

売上総利益 32,241

販売費及び一般管理費 79,118

営業損失（△） △46,877

営業外収益  

受取利息 1,141

受取配当金 64

匿名組合投資利益 1,295

その他 158

営業外収益合計 2,660

営業外費用  

支払利息 3,188

投資有価証券売却損 300

持分法による投資損失 1,201

その他 20

営業外費用合計 4,710

経常損失（△） △48,927

特別損失  

関係会社清算損 1,044

特別損失合計 1,044

税金等調整前四半期純損失（△） △49,972

法人税、住民税及び事業税 90

法人税等調整額 △18,583

法人税等合計 △18,493

少数株主損失（△） △57

四半期純損失（△） △31,422
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △49,972

減価償却費 872

貸倒引当金の増減額（△は減少） △513

受取利息及び受取配当金 △1,205

支払利息 3,188

投資有価証券売却損益（△は益） 300

匿名組合投資損益（△は益） △1,295

関係会社清算損益（△は益） 1,044

持分法による投資損益（△は益） 1,201

売上債権の増減額（△は増加） △3,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,981

仕入債務の増減額（△は減少） △4,159

その他 △29,106

小計 △290,744

利息及び配当金の受取額 152

利息の支払額 △2,528

法人税等の支払額 △13,862

営業活動によるキャッシュ・フロー △306,983

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 △2,000

無形固定資産の取得による支出 △320

投資有価証券の取得による支出 △2,374

投資有価証券の売却による収入 2,605

関係会社株式の取得による支出 △5,000

関係会社の清算による収入 36,947

貸付けによる支出 △4,250

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,609

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △125,530

社債の償還による支出 △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,904

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 600,085
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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。 

  

 1 事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）  
  

 
（注）1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 2 各区分の主な事業内容 

 （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

 （2）アセットマネジメント事業・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

 （3）セールスプロモーション事業・・・・・・人材派遣 

  

 2 所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10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在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 3 海外売上高  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  海外売上高がないため、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) セグメント情報

プリンシパル 
インベストメント

事業 
（千円）

アセット
マネジメント 

事業 
（千円）

セールス
プロモーション

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

    50,469       8,475    72,035     130,980                --      130,980

  （2）セグメント間の内部 
         売上高又は振替高

              ―                ―               ―                ―                ―                 ―

計     50,469       8,475    72,035     130,980                ―      130,980

  営業利益又は 
  営業損失（△）

   △5,437       490     6,250     1,302    △48,180     △46,877

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社ディア・ライフ（3245）平成21年９月期第１四半期決算短信
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