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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年1月21日～平成21年4月20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 ％

22年1月期第1四半期 12,346 ― 942 ― 762 ― 650 ―

21年1月期第1四半期 10,160 △21.8 530 2.4 349 131.7 302 392.6

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

22年1月期第1四半期 31.39 ―

21年1月期第1四半期 14.58 ―

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

22年1月期第1四半期 33,251 14,215 42.8 685.70
21年1月期 37,758 13,558 35.9 654.01

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  14,215百万円 21年1月期  13,558百万円

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

21年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年1月期 ―

22年1月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年1月21日～平成22年1月20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

20,150 △0.5 760 △11.3 320 △26.8 △80 ― △3.85

通期 39,000 △5.8 1,290 △43.0 370 △72.4 △470 ― △22.67
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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 

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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 21,025,000株 21年1月期  21,025,000株

② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  293,227株 21年1月期  293,163株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 20,731,799株 21年1月期第1四半期 20,731,900株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年１月21日～平成21年４月20日）におけるわが国経済は、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。また、家計においても、雇用情勢の悪化、個人所
得の低迷等により、消費マインドは冷え込み、経済全体としても厳しい状況が続いております。 
  不動産業界におきましても、世界的な金融市場の混乱により金融機関において不動産関連融資が急速に
縮小したことで資金繰り悪化の影響を受け、不動産業者の破綻、景況感の悪化に伴う消費者の買い控え
等、厳しい状況でありました。消費者においては所得環境の低迷や雇用不安などの先行きに対する不安か
ら今まで以上に割高なものや高級志向からより価格が安くて良い住宅を厳選して購入する傾向が強くなっ
ております。 
  こうした環境の中、当社グループは中古不動産再生事業を経営の柱として「安くて良い」をテーマに、
厳選した中古住宅を提供するため、仕入れの厳格化、リフォーム企画の研究を重ね、低価格帯でかつ良い
住宅を提供することに努めてまいりました。その一方で、当社グループでは、在庫回転率を高めつつ粗利
率の確保を行い、収益物件については早期販売を行うことで財務体質の強化を図ってまいりました。 
  この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は12,346百万円、営業利益は942百万
円、経常利益は762百万円、四半期純利益は650百万円となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
（中古住宅再生事業） 
  当社グループの主たる事業であります中古住宅再生事業の販売は、価格の下落基調が続く中、堅調に推
移しており、地方においては戸建住宅の根強い人気が続いております。一方で仕入につきましては雇用情
勢の悪化、所得環境の低迷等の不透明な状況が続く事を想定して、商品の高回転率を視野に入れた物件の
調査、評価、リフォーム企画を行い、低価格でリスクの少ない物件を厳選して仕入れてまいりました。 
  その結果といたしまして、当第１四半期連結累計期間において戸建住宅の販売戸数は892戸となりまし
た。仕入につきましては、当第１四半期連結累計期間で321戸となりました。当該仕入の内訳といたしま
しては、不動産競売市場による仕入戸数は223戸、また、不動産任売市場による仕入戸数は98戸となりま
した。 
  以上の結果、中古住宅再生事業の売上高は11,273百万円、営業利益1,142百万円となりました。 
（収益物件運営事業） 

  収益物件の販売状況は不動産市況の悪化を受けて引き続き厳しい状態が続いております。購入される方
は一部の富裕層に限られており、市場動向を見据えながら価格改定を行い、早期販売活動に努めておりま
す。以上の結果、収益物件運営事業の売上高は879百万円となり、営業損失225百万円となりました。 
（その他事業） 

  住宅ローン貸出事業につきましては、繰上げ返済の促進や物件評価、属性等をより厳格化してリスク軽
減を図り、財務体質の強化に努めてまいりました。また、賃貸収入事業につきましても景気悪化による派
遣社員の大量解雇等の影響で厳しい状況になっており、家賃価格の改定や契約条件の変更等の施策を行っ
ております。 
  以上の結果、その他事業の売上高は193百万円となり、営業利益120百万円となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,507百万円減少し33,251百万円と
なりました。これは、販売活動等によるたな卸資産6,642百万円の減少及び現金及び預金2,297百万円の増
加によるものであります。 
  また、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、短期借入金1,314百万円及び長期借入金1,862円の減
少、社債1,144百万円の減少により、前連結会計年度末に比べ5,164百万円減少し19,036百万円となり、当
第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益の計上等により利益剰余金が増加し、14,215百
万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ2,297百万円増加し、8,120百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、主に販売活動等によるたな卸資産6,642百万円の減少、税金等
調整前四半期純利益1,535百万円により、6,402百万円の増加となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の売却によるものであり、215百万円の増加
となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金1,314百万円の減少、長期借入金1,862百万円の減
少、社債の償還による支出1,144百万円により、4,320百万円の減少となりました。 
  

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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平成22年１月期の業績予想につきましては、現時点では、平成21年２月13日公表の業績予想に変更はご
ざいません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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。 
  

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) 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

㈱やすらぎ(8919) 平成22年１月期 第１四半期決算短信

- 4 -



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１四半期連結会計期間末
(平成21年４月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,620 6,323

売掛金 69 63

販売用不動産 14,640 19,898

仕掛販売用不動産 1,051 2,718

貯蔵品 7 249

前渡金 771 339

営業貸付金 4,285 4,338

繰延税金資産 420 380

その他 462 518

貸倒引当金 △406 △410

流動資産合計 29,923 34,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,512 1,434

土地 1,547 1,607

その他（純額） 47 52

有形固定資産合計 3,107 3,094

無形固定資産   

その他 30 31

無形固定資産合計 30 31

投資その他の資産   

その他 195 214

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 191 210

固定資産合計 3,328 3,337

資産合計 33,251 37,758
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 291 622

短期借入金 1,378 2,692

1年内返済予定の長期借入金 8,948 10,724

1年内償還予定の社債 4,847 6,687

未払金 592 876

未払法人税等 930 489

製品保証引当金 225 222

その他 555 456

流動負債合計 17,768 22,771

固定負債   

社債 － 60

長期借入金 795 881

役員退職慰労引当金 283 279

その他 188 207

固定負債合計 1,267 1,428

負債合計 19,036 24,199

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,778 3,778

資本剰余金 3,640 3,640

利益剰余金 7,675 7,018

自己株式 △877 △877

株主資本合計 14,218 13,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 △1

評価・換算差額等合計 △2 △1

純資産合計 14,215 13,558

負債純資産合計 33,251 37,758
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年４月20日) 

売上高 12,346

売上原価 9,881

売上総利益 2,464

販売費及び一般管理費 1,522

営業利益 942

営業外収益  

受取利息 2

受取手数料 8

受取賃貸料 2

その他 6

営業外収益合計 20

営業外費用  

支払利息 89

シンジケートローン手数料 102

その他 8

営業外費用合計 200

経常利益 762

特別利益  

固定資産売却益 37

受取保険金 11

貸倒引当金戻入額 5

社債償還益 755

特別利益合計 809

特別損失  

固定資産売却損 19

固定資産除却損 11

その他 5

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 1,535

法人税、住民税及び事業税 916

法人税等調整額 △31

法人税等合計 884

四半期純利益 650
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年４月20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利益 1,535

減価償却費 31

販売用不動産評価損 282

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息及び社債利息 89

固定資産売却損益（△は益） △17

固定資産除却損 11

受取保険金 △11

社債償還益 △755

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,642

前渡金の増減額（△は増加） △432

営業貸付金の増減額（△は増加） 53

売上債権の増減額（△は増加） △5

仕入債務の増減額（△は減少） △331

未払金の増減額（△は減少） △283

その他 149

小計 6,959

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △95

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △475

保険金の受取額 11

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,402

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4

有形固定資産の売却による収入 211

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 215

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） △1,314

長期借入金の返済による支出 △1,862

社債の償還による支出 △1,144

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,297

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0

現金及び現金同等物の期首残高 5,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,120
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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。 

  

【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21年１月21日 至 平成21年４月20日) 

 

(注) １. 事業区分の方法 
         事業内容を勘案して区分しております。 

        ２. 各事業区分に属する主要な内容 
 

  
【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21年１月21日 至 平成21年４月20日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地

別セグメント情報の記載は省略しております。 

  
【海外売上高】 
当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月21日 至 平成21年４月20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

中古住宅再生
事業 

(百万円)

収益物件運営
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
    売上高

11,273 879 193 12,346 ― 12,346

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ 0 1 1 (1) ―

計 11,273 879 194 12,347 (1) 12,346

営業利益又は営業損失(△) 1,142 △ 225 120 1,037 (95) 942

事業区分 主要な内容

中古住宅再生事業 中古戸建住宅の再生、販売

収益物件運営事業 テナントビル、マンション、アパート等の販売

その他事業 テナントビル等の賃貸、住宅ローンの貸付・回収他

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

 

  

  

  

  

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

科目

前第１四半期連結会計期間
(自 平成20年１月21日
至 平成20年４月20日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,160

Ⅱ 売上原価 7,823

   売上総利益 2,336

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,806

   営業利益 530

Ⅳ 営業外収益 28

Ⅴ 営業外費用 209

   経常利益 349

Ⅵ 特別利益 274

Ⅶ 特別損失 197

   税金等調整前中間純利益 426

   法人税、住民税 
   及び事業税

40

   法人税等調整額 83

   四半期純利益 302
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