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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 669 ― △85 ― △103 ― △156 ―

20年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △5,542.46 ―

20年9月期第2四半期 ― ―

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2四半期 1,717 1,169 68.1 44,050.01
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2四半期  1,169百万円 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 0.00

21年9月期 ― 0.00

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  
 

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 1,634 △15.5 △120 ― △144 ― △199 ― △7,296.04
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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、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。 

(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予想等の将来に関する記述は、現時点で入手不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2四半期 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2四半期  1,862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2四半期 28,192株 20年9月期第2四半期 28,020株
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当第２四半期連結会計期間における我が国の経済は、米国・欧州を中心とした世界的金融不安や円高に
よる影響が、実体経済へ大きな影響を及ぼし、企業収益が大幅に悪化するなど、極めて厳しい経済環境に
激変しております。さらに家計部門においても、所得の減少や雇用環境の急速な悪化等により、消費マイ
ンドの冷え込みが一段と進むなど、経済全体としては非常に厳しい状況にあるものと思われます。 
 当社グループが属する不動産業界におきましても、金融機関の不動産関連融資の厳格化により、投資資
金の流入は減少し、地価の下落傾向が顕著となるとともに、不動産取引の流動性が著しく低下いたしまし
た。これらの事象は不動産業界に大きな影響を与え、増収増益を達成していた上場不動産会社や中堅不動
産会社の経営破綻も相次いで発生し、当業界を取り巻く環境は極めて厳しいものとなっております。 
 このような環境の中、当社グループは、保有物件の早期売却に着手するとともに、厳格な基準による市
場流動性の安定した収益物件の発掘を進めるなど、健全な財務状況を維持しつつ、新たな投資機会の創出
に努めてまいりました。さらに、不動産ソリューション事業や人材派遣事業等のフィービジネスによる収
益力の拡大を推進してまいりました。一方で、不動産市場の早期回復が見込みにくい状況を鑑み、繰延税
金資産の取り崩しや固定費の削減などを痛みを伴いつつも積極的に行ってまいりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は538,824千円、営業損失は38,948千円、経常
損失は54,562千円、四半期純損失は124,830千円となりました。 
 なお、平成21年９月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年９月期
第１四半期決算短信（平成21年２月13日開示）をご参照ください。 
  
 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、当面の不透明な不動産市況の動向を踏まえ、健全
な財務基盤の維持のために保有物件の早期売却を積極的に進めたことにより、当第２四半期連結会計期間
における売上高は476,669千円、営業利益は13,542千円となりました。 
  
（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ジメント契約を受託しているＳＰＣ
（不動産投資特別目的会社）に対する同ＳＰＣ運用物件の資産価値維持・向上業務に注力するとともに、
不動産投資ファンドや不動産会社等の不動産事業者に加え、長期的な投資を目的とする個人富裕層や自己
使用目的の一般事業法人等の「実需」の購入者層をターゲットにソリューション事業を広範囲に取り組ん
でまいりました。しかしながら、急激な信用収縮による金融機関融資の厳格化が深刻化するなかで、前連
結会計年度契約済みで当四半期連結会計期間に実行予定のソリューション案件が契約解除となったことな
どにより、当第２四半期連結会計期間における売上高は8,475千円、営業利益は1,060千円となりました。
  
（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、不動産事業向け人材派遣（ハウジングアドバイザー・受
付スタッフ・リーシングサポーター・コンシェルジュスタッフ等）において、不動産市況の悪化により全
体的には求人が減少傾向にあるものの、マンション販売現場や賃貸マンション営業現場を中心に人材供給
を堅実に実施するとともに、フードサービス・小売業現場や販売促進補助業務等への人材派遣案件の受注
拡大に努めましたが、当第２四半期連結会計期間における売上高は53,678千円、営業損失は2,550千円と
なりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 
 （流動資産） 
   当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,598,760千円（前連結会計年度末 
  比22.5％減）となりました。これは主に、たな卸資産が販売用不動産の開発により167,276千円 
  増加した一方で、現金及び預金が566,708千円減少した他、繰延税金資産を48,519千円取り崩し 
  たことによるものであります。 
 （固定資産） 
   当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、118,489千円（前連結会計年度末比 
  17.5％減）となりました。これは主に、関係会社株式が33,438千円減少したことによるもので 
  あります。 
 （流動負債） 
   当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、518,075千円（前連結会計年度末比 
  4.9％減）となりました。これは主に、１年以内返済予定の長期借入金が152,076千円増加した 
  一方で、短期借入金が返済により75,000千円、１年以内償還予定の社債が償還により50,000千 
  円それぞれ減少したことによるものであります。 

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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 （固定負債） 
   当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、30,000千円（前連結会計年度末比 
  90.6％減）となりました。これは、長期借入金が返済等により280,006千円、社債が償還により 
  10,000千円それぞれ減少したことによるものであります。 
 （純資産） 
   当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,169,175千円（前連結会計年度末比 
  12.9％減）となりました。これは主に、四半期純損失の計上156,252千円、自己株式取得16,336 
  千円によるものであります。この結果、自己資本比率は68.1％となりました。 
  
②連結キャッシュ・フローの状況 

  当第２四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、第１ 
 四半期連結会計期間に比べ129,804千円減少し、当第２四半期連結会計期間末残高は470,281千円 
 となりました。 
  当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー及びそれらの要因は、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） 
   営業活動の結果、使用した資金は、5,785千円となりました。これは主に、税金等調整前四 
  半期純損失59,013千円及び販売用不動産の売却によるたな卸資産の減少額40,704千円、持分法 
  による投資損失15,214千円があっ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） 
   投資活動の結果、得られた資金は、29,716千円となりました。これは主に、関係会社に対す  
  る事業推進のための融資による支出が5,000千円あった一方で、定期預金の払戻による収入が 
  36,000千円あったことによるものであります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動の結果、使用した資金は、153,736千円になりました。これは主に、短期借入金返済 
  による支出125,000千円、長期借入金返済による支出2,400千円、社債の償還による支出10,000 
  千円があったことによるものであります。 

  

当該業績予想につきましては、平成21年３月６日付にて発表いたしました数値を修正しております。修
正内容につきましては本日発表しております「平成21年９月期第２四半期累計期間連結業績予想との差異
及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

当第２四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。 

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
 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②固定資産の減価償却費の算定方法

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 470,281 1,036,989

売掛金 38,068 46,085

販売用不動産 662,676 －

仕掛販売用不動産 335,035 830,434

その他 95,212 150,231

貸倒引当金 △2,513 △1,276

流動資産合計 1,598,760 2,062,465

固定資産   

有形固定資産 9,685 11,005

無形固定資産 1,988 2,094

投資その他の資産   

投資有価証券 24,121 58,001

長期貸付金 55,032 48,642

その他 27,808 33,782

貸倒引当金 △146 △9,831

投資その他の資産合計 106,815 130,596

固定資産合計 118,489 143,695

資産合計 1,717,250 2,206,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,277 5,118

短期借入金 270,000 345,000

1年内返済予定の長期借入金 190,000 37,924

1年内償還予定の社債 20,000 70,000

未払法人税等 645 15,207

その他 35,152 71,290

流動負債合計 518,075 544,540

固定負債   

社債 30,000 40,000

長期借入金 － 280,006

固定負債合計 30,000 320,006

負債合計 548,075 864,546
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 622,283 778,536

自己株式 △16,336 －

株主資本合計 1,170,973 1,343,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,798 △2,005

評価・換算差額等合計 △1,798 △2,005

少数株主持分 － 57

純資産合計 1,169,175 1,341,614

負債純資産合計 1,717,250 2,206,161
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(2)四半期連結損益計算書 
  (第２四半期連結累計期間) 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 669,804

売上原価 594,196

売上総利益 75,608

販売費及び一般管理費 161,433

営業損失（△） △85,825

営業外収益  

受取利息 2,693

受取配当金 142

匿名組合投資利益 1,295

その他 872

営業外収益合計 5,004

営業外費用  

支払利息 5,853

投資有価証券売却損 300

持分法による投資損失 16,415

その他 99

営業外費用合計 22,668

経常損失（△） △103,489

特別損失  

関係会社清算損 1,041

投資有価証券評価損 2,025

貸倒引当金繰入額 2,429

特別損失合計 5,496

税金等調整前四半期純損失（△） △108,986

法人税、住民税及び事業税 180

法人税等調整額 47,143

法人税等合計 47,323

少数株主損失（△） △57

四半期純損失（△） △156,252
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  (第２四半期連結会計期間) 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 538,824

売上原価 495,457

売上総利益 43,366

販売費及び一般管理費 82,314

営業損失（△） △38,948

営業外収益  

受取利息 1,552

受取配当金 78

その他 713

営業外収益合計 2,343

営業外費用  

支払利息 2,664

持分法による投資損失 15,214

その他 79

営業外費用合計 17,958

経常損失（△） △54,562

特別利益  

関係会社清算益 3

特別利益合計 3

特別損失  

投資有価証券評価損 2,025

貸倒引当金繰入額 2,429

特別損失合計 4,455

税金等調整前四半期純損失（△） △59,013

法人税、住民税及び事業税 90

法人税等調整額 65,726

法人税等合計 65,816

四半期純損失（△） △124,830
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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（△） △108,986

減価償却費 1,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,448

受取利息及び受取配当金 △2,835

支払利息 5,853

投資有価証券売却損益（△は益） △185

投資有価証券評価損益（△は益） 2,025

匿名組合投資損益（△は益） △1,295

関係会社清算損益（△は益） 1,041

持分法による投資損益（△は益） 16,415

売上債権の増減額（△は増加） 7,164

たな卸資産の増減額（△は増加） △167,276

仕入債務の増減額（△は減少） △2,841

その他 △36,457

小計 △294,081

利息及び配当金の受取額 709

利息の支払額 △5,461

法人税等の支払額 △13,934

営業活動によるキャッシュ・フロー △312,767

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 △6,000

定期預金の払戻による収入 36,000

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 3,855

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 38,413

貸付けによる支出 △9,250

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,325

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

短期借入金の返済による支出 △125,000

長期借入金の返済による支出 △127,930

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △16,336

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536,708

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 470,281
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 
  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３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２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期 

  連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３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。 

  

(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

476,669 8,475 53,678 538,824 ― 538,824

（2）セグメント間の 
     内部売上高又 
     は振替高

― ― ― ― ― ―

計 476,669 8,475 53,678 538,824 ― 538,824

営業利益又は 
営業損失（△）

13,542 1,060 △2,550 12,052 △51,000 △38,948

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

527,138 16,951 125,714 669,804 ― 669,804

（2）セグメント間の 
     内部売上高又 
     は振替高

― ― ― ― ― ―

計 527,138 16,951 125,714 669,804 ― 669,804

営業利益又は 
営業損失（△）

8,104 1,551 3,700 13,355 △99,181 △85,825

株式会社ディア・ライフ（3245）平成21年９月期第２四半期決算短信

-10-



3 海外売上高 

   当第２四半期連結会計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期  

  連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  当社は、平成21年３月10日の取締役会決議に基づき1,862株の自己株式取得を実施いたしまし 

 た。この結果、当第２四半期連結会計期間において自己株式が16,336千円増加し、当第２四半期 

 連結会計期間末において、自己株式が16,336千円となっております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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