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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 26,994 ― △787 ― △1,409 ― △1,798 ―

20年5月期第3四半期 34,832 39.8 2,253 36.9 1,387 16.5 796 21.6

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5月期第3四半期 △29,243.06 ―

20年5月期第3四半期 13,003.47 12,924.97

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3四半期 29,411 3,745 12.7 60,900.17
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3四半期  3,745百万円 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）

0.00 0.00

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 37,456 △21.1 △614 ― △1,417 ― △1,796 ― △29,215.86



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、４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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 61,500株 20年5月期第3四半期 61,249株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28日）におけるわが国経済は、金融不安の深刻化に

より景気が急激に悪化し、実体経済への影響が顕在化してきました。企業は、景気後退見通しや業績悪化を反映し、

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、雇用情勢の悪化、所得環境の低迷、株価下落に

よる逆資産効果等により、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、昨年秋口以降の不動産市況の更なる悪化の影響を

受けてはおりますが、（財）東日本不動産流通機構によりますと、当第３四半期連結累計期間での首都圏の成約件数

は、前年を若干下回る水準（前年同期比1.2％減）に止まっております。そして、年明け以降、物件の価格調整の進

展や住宅ローン減税拡大の効果等により、落ち込みが緩和されつつあります。 

このような環境下、当社グループでは、早期の物件販売により事業回転率を高めつつ、仕入れ調整を行うことで、

たな卸資産の削減を図り、これにより、総資産及び有利子負債の圧縮を進めてまいりました。加えて、たな卸資産の

健全化を図るべく、滞留物件に関して、当第３四半期（12～２月）に、棚卸評価損8億46百万円を売上原価に計上い

たしました。なお、棚卸評価損は、当第３四半期連結累計期間としては、15億30百万円となりました。 

また、運営コストにつきましては、店舗の統廃合をはじめとした組織再編や、人件費等のコスト見直しを実施した

ことにより、当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費を、前年同期に比べ24.7％削減いたしまし

た。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高269億94百万円（前年同期比22.5％減）とな

り、営業損失が7億87百万円、経常損失が14億9百万円、四半期純損失17億98百万円となりました。 

なお、当社グループといたしましては、先行き不透明感が今なお残る不動産市況を考慮し、更なる経営合理化策に

取り組んでおります。具体的には、本社移転、店舗の移転及び閉鎖、希望退職者の募集、並びに役員報酬の追加減額

等を実施推進しており、損益分岐点を押し下げ、収益体質の強化に努めております。（平成21年２月５日付「経営合

理化の取り組みに関するお知らせ」をご参照願います。） 

  

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〕） 

当社グループの主たる事業でありますリノヴェックスマンションの販売は、当第３四半期連結累計期間において、

販売件数が989件（前年同期比8.1％減）となりましたが、総じて販売状況は、安定した底堅い実需が存在すると感じ

ております。当社の売上高は、物件の引渡し基準により計上しておりますが、先行的な指標であります販売の契約件

数は、年明け以降、局面の変化を反映し、前年を上回る水準で推移しております。一方で、販売価格につきまして

は、都心部に比べ価格下落リスクが小さい首都圏郊外エリア（東京23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県）に重点地域

をシフトしたことにより、平均販売単価は2,579万円（同7.3％減）となりました。結果、当事業の物件販売による売

上高は、255億6百万円（同14.8％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3億26百万円（同2.5％減）

となり、その他収入売上は、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57百万円（同

1.6％減）となりました。 

利益面では、事業回転期間が短い物件の割合が多くなるのに伴い、収益率は徐々に回復してきておりますが、早期

の物件売却に向けて価格調整を行ったことにより、粗利益率は依然低い水準となりました。また、滞留物件に関し

て、たな卸資産の健全化を図るため、当第３四半期（12～２月）に棚卸評価損4億28百万円を売上原価に計上いたし

ました。 

これらの結果、当事業部門の売上高が258億91百万円（同14.6％減）、営業損失は2億76百万円となりました。  

   

（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2億91百万円（前年同期比92.4％減）と依然低迷が続いております。また、その他不動産による賃貸収入

売上は、5億96百万円（同1.1％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リノヴェックス

内装事業の開始等により2億15百万円（同118.3％増）となりました。 

利益面では、滞留物件の売却に向けて価格調整を行ったことにより、棚卸評価損4億17百万円を計上いたしまし

た。 

これらの結果、当事業部門の売上高が11億3百万円（同75.5％減）、営業損失は1億49百万円となりました。 

  

（注）前年同期比は、参考値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３四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が294億11百万円（前連結会計年度末比98億18百万円

減）、負債が256億65百万円（同79億26百万円減）、純資産は37億45百万円（同18億92百万円減）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、仕入れを調整したた

め、たな卸資産が88億92百万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51億12百万円、長期借入金（１年内返済予定の長期

借入金を含む）が24億円、社債（１年内償還予定の社債を含む）が2億52百万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17億98百万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３四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15億27百万円計上したものの、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88億92百万円を主な要因として74億37百万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、固定資産の取得による支出等により16百万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51億12百万円、長期借入金の返済による支出54億41百万円となった一方で、長期借入

れによる収入30億41百万円となったことにより、78億85百万円の支出超過となりました。 

以上により、当第３四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4億64百万円

減少し7億22百万円となりました。 

  

  

 平成21年３月31日付「平成21年５月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたと

おり、当第３四半期の業績進捗及び棚卸評価損の計上を加味し、平成21年５月期通期業績予想を修正いたしておりま

す。 

また、平成21年５月期の期末配当予想につきましても、業績が前回予想を大きく下回る見込みであり、業績連動型

の配当政策のもと、誠に遺憾ながら期末配当を見送りとさせていただく見通しであります。 

  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 762,227 1,233,063

売掛金 33,468 19,719

販売用不動産 20,353,314 27,542,138

仕掛販売用不動産 1,948,870 3,652,407

前渡金 137,543 137,356

繰延税金資産 141,907 317,236

その他 183,537 265,312

貸倒引当金 △6,405 △4,718

流動資産合計 23,554,464 33,162,517

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,536,928 1,571,582

土地 3,270,732 3,270,732

その他（純額） 20,075 27,432

有形固定資産合計 4,827,736 4,869,747

無形固定資産   

借地権 467,663 467,663

その他（純額） 7,285 9,674

無形固定資産合計 474,948 477,338

投資その他の資産   

投資有価証券 182,673 216,423

繰延税金資産 12,612 92,583

敷金及び保証金 215,616 272,489

その他 152,176 148,410

貸倒引当金 △9,182 △9,517

投資その他の資産合計 553,896 720,388

固定資産合計 5,856,581 6,067,474

資産合計 29,411,045 39,229,992



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 452,924 365,647

短期借入金 10,260,250 15,373,180

1年内返済予定の長期借入金 7,090,423 7,146,622

1年内償還予定の社債 887,000 252,000

未払法人税等 26,292 86,144

前受金 181,069 157,847

その他 557,229 785,849

流動負債合計 19,455,189 24,167,291

固定負債   

社債 295,000 1,182,000

長期借入金 5,227,700 7,571,643

役員退職慰労引当金 － 142,386

その他 687,795 529,048

固定負債合計 6,210,496 9,425,078

負債合計 25,665,685 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 1,374,301 3,295,749

株主資本合計 3,755,454 5,676,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,094 △39,281

評価・換算差額等合計 △10,094 △39,281

純資産合計 3,745,360 5,637,621

負債純資産合計 29,411,045 39,229,992



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 26,994,715

売上原価 25,532,003

売上総利益 1,462,711

販売費及び一般管理費 2,250,109

営業損失（△） △787,397

営業外収益  

受取利息 1,731

受取配当金 2,295

受取違約金 15,800

受取保険金 4,634

持分法による投資利益 5,389

その他 7,067

営業外収益合計 36,918

営業外費用  

支払利息 531,930

支払手数料 113,478

その他 13,873

営業外費用合計 659,281

経常損失（△） △1,409,760

特別利益  

固定資産売却益 253

貸倒引当金戻入額 2,264

特別利益合計 2,517

特別損失  

固定資産処分損 11,758

投資有価証券評価損 87,690

店舗閉鎖損失 17,714

その他 3,084

特別損失合計 120,247

税金等調整前四半期純損失（△） △1,527,490

法人税、住民税及び事業税 35,680

法人税等調整額 235,277

法人税等合計 270,957

四半期純損失（△） △1,798,448



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △1,527,490

減価償却費 58,264

持分法による投資損益（△は益） △5,389

繰延消費税等償却額 210

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,351

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 △4,026

支払利息 531,930

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） △253

固定資産処分損益（△は益） 11,758

売上債権の増減額（△は増加） △13,748

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,892,360

前渡金の増減額（△は増加） △187

仕入債務の増減額（△は減少） 87,277

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,519

その他の資産の増減額（△は増加） 39,462

その他の負債の増減額（△は減少） △151,494

小計 7,987,370

利息及び配当金の受取額 4,686

利息の支払額 △540,386

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △14,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,437,161

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

定期預金の払戻による収入 12,008

固定資産の取得による支出 △20,662

その他 △1,354

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,094

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） △5,112,930

長期借入れによる収入 3,041,500

長期借入金の返済による支出 △5,441,642

社債の償還による支出 △252,000

配当金の支払額 △120,908

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,885,980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △464,914

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 722,577



 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６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結累計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28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３四半期連結累計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28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  25,891,452  1,103,262  26,994,715  －  26,994,715

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  25,891,452  1,103,262  26,994,715  －  26,994,715

営業利益又は営業損失（△）  △276,043  △149,124  △425,168  △362,229  △787,397

〔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６月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  34,832,731

Ⅱ 売上原価  29,592,859

売上総利益  5,239,871

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,986,783

営業利益  2,253,087

Ⅳ 営業外収益  54,574

Ⅴ 営業外費用  920,652

経常利益  1,387,010

Ⅵ 特別利益  22

Ⅶ 特別損失  218

税金等調整前四半期純利益  1,386,813

法人税、住民税及び事業税  554,019

法人税等調整額  36,344

四半期純利益  796,449



前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  1,386,813

 減価償却費  60,001

 持分法による投資損益（益：△） △4,977

 受取利息及び受取配当金 △5,436

 支払利息  721,486

 固定資産売却・処分損益（益：△）  218

 売上債権の増減額（増加：△） △7,937

 たな卸資産の増減額（増加：△） △596,406

 仕入債務の増減額（減少：△）  82,743

 その他  119,585

小計  1,756,090

 利息及び配当金の受取額  6,096

 利息の支払額 △669,199

 法人税等の支払額 △1,225,713

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,726

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金等の預入による支出 △18,582

 定期預金等の払戻による収入  20,067

 固定資産の取得による支出 △59,190

 固定資産の売却による収入  11

 その他 △30,590

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,284

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増減額（減少：△）  376,296

 長期借入金の増減額（減少：△）  96,519

 社債の発行による収入  543,754

 社債の償還による支出 △251,000

 株式の発行による収入  87,061

 配当金の支払額 △358,102

 その他  12,564

財務活動によるキャッシュ・フロー  507,093

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  286,082

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期末残高  790,870



前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29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  30,323,410  4,509,320  34,832,731  －  34,832,731

営業費用  28,297,305  3,793,766  32,091,071  488,571  32,579,643

営業利益  2,026,105  715,554  2,741,659  △488,571  2,253,087

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29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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