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1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年4月30日） 

（注）21年7月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 
   20年7月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため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7月期第3四半期 48,886 ― △6,704 ― △7,348 ― △8,369 ―
20年7月期第3四半期 32,822 9.7 3,667 △2.6 2,564 6.9 1,236 △10.2

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7月期第3四半期 △866.29 ―
20年7月期第3四半期 138.58 ―

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

21年7月期第3四半期 40,685 4,284 10.4 443.45
20年7月期 81,780 12,759 15.5 1,314.69

（参考） 自己資本   21年7月期第3四半期  4,243百万円 20年7月期  12,700百万円

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7月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年7月期 ― 0.00 ―
21年7月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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 53,650 △10.0 △7,130 ― △7,930 ― △8,970 ― △928.50
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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  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） 

(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。 
・上記に記載した予想数値は、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、多分な不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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7月期第3四半期 9,661,000株 20年7月期  9,661,000株
② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  278株 20年7月期  278株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第3四半期 9,660,722株 20年7月期第3四半期 8,926,090株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

危機により、未曾有の経済危機が到来し、平成21年を迎えて５ヶ月を経過した現在においても、なお予断
を許さない状況が続いております。また、先行きの見えない景況感は、大幅な生産調整やリストラによる
人員削減を生み出し、社会問題を醸成するに至りました。その結果、消費者心理の冷え込みおよび金融機
関の融資における厳格な引き締めといった事態を招き、当社グループが属しております不動産業界におい
てもまた、その悪循環の渦中にあります。 
 こうした課題に対して、当社グループは、有利子負債の削減と収益基盤の確立を早期に図り、財務体質
を改善していくことが来期以降の業績伸展に必須と判断しております。また、当社グループが保有するた
な卸資産(仕掛不動産および販売用不動産)について現状の適正価格を会計基準に基づき、評価の見直しを
行なったことから、当第３四半期連結累計期間におきまして、たな卸資産評価損を売上原価に62億17百万
円計上しております。以上の結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は488億86百
万円、営業損失は67億4百万円、経常損失は73億48百万円となりました。 
  

【 不動産分譲事業 】 
不動産分譲事業につきましては、自社分譲マンション開発事業として「シェルゼ砧」、「シェルゼ杉並

高井戸」、「シェルゼ武蔵中原」の３物件の引渡および引渡の開始を行ったほか、自社賃貸開発事業にお
きまして「サンフル神田富山町」をはじめ３物件、共同分譲事業におきましては「イニシア千住曙町」を
はじめ７物件の引渡および引渡の開始を行い、また、エコロジー・リート投資法人から取得した14物件の
売却等を行いました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は466億21百万円となりました。一
方不動産市況の急激な悪化に伴い、保有するたな卸資産について現状の適正価格を会計基準に基づき評価
の見直しを行ったことから、当第３四半期連結累計期間におきまして、たな卸資産評価損を売上原価に62
億17百万円計上いたしました。その結果、営業損失は67億14百万円となりました。 
  
【 不動産賃貸事業 】 

不動産賃貸事業につきましては、「エコロジー木場公園プロセンチュリー」他の賃料収入等により、売
上高21億2百万円、営業利益は5億4百万円となりました。 
  

【不動産仲介手数料】 
不動産仲介事業につきましては、「相模原下九沢」、「コンカード横浜」他の仲介等により、売上高は

75百万円、営業利益は52百万円となりました。 
  

【 そ の 他 事 業 】 
その他の事業につきましては、工事監理料等により、売上高は1億22百万円、営業利益は71百万円とな

りました。 
  
  

  
【資産、負債及び純資産の状況】 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、410億94百万円減少し、406
億85百万円となりました。これは主に大型物件の売却及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に
より、販売用不動産及び仕掛不動産が合計で465億10百万円減少したことによるものです。 
 また、負債につきましては、前連結会計年度末比326億19百万円減少して364億1百万円となりました。
これは主に、物件売却による返済等により借入金が減少したことによります。 
 純資産につきましては、前連結会計年度末比84億75百万円減少して42億84百万円となりました。これは
主に第３四半期純損失83億69百万円を計上したことによります。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5.1ポイント減少し10.4%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21年７月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年６月10日に発表いたしました「たな卸資

産評価損（連結・個別）および特別損失の計上（個別）ならびに平成21年７月期業績予想の修正に関する
お知らせ」に記載のとおり、売上高536億50百万円、営業損失71億30百万円、経常損失79億30百万円、当
期純損失89億70百万円となる見通しであります。 
 売上高減少の主な原因は、第３四半期以降に販売を予定していた投資用不動産（２案件・約91億円）を
不動産業界の悪循環の渦中、早期売却をするよりも高稼働率を維持していることから、収益およびキャッ
シュフローの観点より継続して保有することが適当と判断したこと、また財務体質改善のため、早期売却
を行ったことにより販売価格が当初予定額より減少したこと（２案件・約６億円）、新築マンションの引
渡予定時期について、これまでの販売実績を踏まえ再度厳正な見極めを図り、来期以降の売上予想とした
こと（２案件・約８億円）によります。また、保有するたな卸資産については、第３四半期連結会計期間
におきましてたな卸資産評価損（49億82百万円）を売上原価に計上しており、営業利益、経常利益、当期
純利益ともに減少する見込みであります。 
  

 
  
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、予想数値と異なる場合があります。 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。  
  

  
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

①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通常の販売目的で保有する棚卸資産については個別法による原価法によっておりましたが、当第1
四半期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)が適用され
たことに伴い、評価基準については個別法による原価法(貸借対照表については収益性の低下に基づ
く簿価切り下げの方法)に変更しております。 
これにより当第３四半期連結累計期間において、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前
当期純利益はそれぞれ62億17百万円減少しております。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

【連結業績予想】 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 前回発表予想（A） 64,450 △ 430 △ 1,250 △ 2,080

 今回修正予想（B） 53,650 △7,130 △7,930 △8,970

 増減額（B-A） △10,800 △6,700 △6,680 △6,890

 増減率 △16.8% － － －

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年4月30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7月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 278,862 470,286

  受取手形及び売掛金 7,980,008 178,441

  販売用不動産 12,569,610 28,329,027

  仕掛不動産 15,638,581 46,390,099

  その他 1,368,356 2,089,351

  貸倒引当金 △ 2,583 △ 2,868

  流動資産合計 37,832,834 77,454,337

 固定資産

  有形固定資産 909,036 1,015,783

  無形固定資産 45,103 50,652

  投資その他の資産 1,898,213 3,259,337

  固定資産合計 2,852,353 4,325,773

 資産合計 40,685,188 81,780,110

負債の部

 流動負債

  買掛金 1,507,179 1,115,617

  短期借入金 25,576,789 41,657,890

  未払法人税等 78,768 167,107

  その他 3,329,079 2,009,435

  流動負債合計 30,491,817 44,950,052

 固定負債

  社債 100,000 100,000

  長期借入金 5,063,153 23,170,992

  その他 746,195 799,950

  固定負債合計 5,909,348 24,070,943

 負債合計 36,401,165 69,020,996

純資産の部

 株主資本

  資本金 2,286,636 2,286,636

  資本剰余金 2,476,626 2,476,626

  利益剰余金 △ 478,785 7,986,836

  自己株式 △ 472 △ 472

  株主資本合計 4,284,004 12,749,626

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 △ 56 △ 53,535

  繰延ヘッジ損益 ― △ 3,910

  為替換算調整勘定 △ 40,281 8,666

  評価・換算差額等合計 △ 40,337 △ 48,780

 新株予約権 40,356 58,268

 純資産合計 4,284,022 12,759,114

負債純資産合計 40,685,188 81,780,110
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(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8月１日 
 至 平成21年4月30日)

売上高 48,886,709

売上原価 53,807,063

売上総損失（△） △ 4,920,353

販売費及び一般管理費 1,784,333

営業損失（△） △ 6,704,687

営業外収益

  保険返戻金 60,531

 匿名組合出資償還益 120,010

 その他 93,771

 営業外収益合計 274,312

営業外費用

 支払利息 874,776

 その他 43,535

 営業外費用合計 918,311

経常損失（△） △ 7,348,686

特別利益

 新株予約権戻入益 17,912

 その他 5,627

 特別利益合計 23,539

特別損失

 投資有価証券売却損 257,224

 投資有価証券評価損 183,197

 その他 117,981

 特別損失合計 558,402

税金等調整前四半期純損失（△） △ 7,883,548

法人税、住民税及び事業税 81,325

法人税等調整額 404,140

法人税等合計 485,466

四半期純損失（△） △ 8,369,014
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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】 

 
  

（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．各事業区分に属する主要な内容  

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。 
不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。 
不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。 
そ の 他 事 業：上記事業に付随して発生する業務。 

3．会計処理の変更  
第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半
期連結累計期間の不動産分譲事業の営業損失は62億17百万円増加しております。 

  
【所在地別セグメント情報】 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありま
せん。 
  
【海外売上高】 

当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

当社グループは当第３四半期連結累計期間において83億69百万円の四半期純損失を計上いたしまし
た。これにより当第３四半期連結累計期間末における株主資本は前連結会計年度末と比べて84億65百万
円減少し、42億84百万円となっております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年8月1日 至 平成21年4月30日）

不動産 
分譲事業 
(千円)

不動産
賃貸事業 
（千円）

不動産
仲介事業 
（千円）

その他
事業 

（千円）

合 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

46,621,697 2,102,169 46,526 116,316 48,886,709 ― 48,886,709

(2)セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

― ― 28,486 5,787 34,273 (34,273) ―

合計 46,621,697 2,102,169 75,012 122,103 48,920,982 (34,273) 48,886,709

営業利益   
（又は営業損失）

(6,714,644) 504,502 52,258 71,623 (6,086,259) (618,428) (6,704,687)

(5) 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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「参考」

前年同四半期にかかる財務諸表

（1）平成20年７月期 第３四半期連結損益計算書       (単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年８月１日 
   至 平成20年４月30日)

区分 金額
百分比
(％）

Ⅰ 売上高 32,822,731 100.0

Ⅱ 売上原価 25,779,308 78.5

   売上総利益 7,043,423 21.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,376,382 10.3

   営業利益 3,667,040 11.2

Ⅳ 営業外収益

  １．受取利息及び配当金 96,668

  ２．保険金収入 6,270

  ３．持分法による投資利益 77,177

  ４．その他 58,100 238,216 0.7

Ⅴ 営業外費用

  １．支払利息 1,124,630

  ２．支払手数料 209,272

  ３．その他 7,179 1,341,083 4.1

   経常利益 2,564,173 7.8

Ⅵ 特別利益

  １．固定資産売却益 4,501

     ２．その他 772 5,273 0.0

Ⅶ 特別損失

  １．投資有価証券評価損 185,283

  ２．固定資産売却損 1,681

  ３．固定資産除却損 21,757 208,721 0.6

税金等調整前四半期純利益 2,360,726 7.2

法人税、住民税及び事業税 1,236,406

法人税等調整額 △ 112,676 1,123,730 3.4

四半期純利益 1,236,995 3.8
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6. その他の情報 

【経営改善計画の進捗状況】 
当社グループは、早期に企業体質をスリム化し、不況を耐え抜く経営体制の確立および業績回復を早期

に実現するため、(1)事業再構築計画(2)財務体質改善計画(3)経営合理化計画からなる『経営改善計画』
を平成21年３月12日の開示にてお知らせいたしましたが、その進捗状況につきましては、以下の通りであ
り、着実に進捗しております。 
(1) 事業再構築計画の進捗状況 

当社の連結子会社㈱明豊コーポレーションを平成21年５月１日付で吸収合併し、不動産流動化事業へ
の取組みを大幅に縮小し、個人需要を中心とする住宅系不動産を中核とした事業セグメントの再構築に
着手しております。 

(2) 財務体質改善計画の進捗状況 
事業規模の縮小や収益性の低下した物件を中心に事業内容を見直し、早期売却などにより資産圧縮、

有利子負債の削減および支払利息の削減を行い、安定した成長戦略へと方向転換し、着実に財務体質の
改善が進んでおります。尚、連結有利子負債の残高については下表の通り、当社グループのピーク時の
平成20年２月末残高（90,379百万円）に比較して67,165百万円減少し、平成21年５月末現在で23,214百
万円となっております。（平成20年２月末比約74％減） 

 
(3) 経営合理化計画の進捗状況 

事業再構築に伴い、子会社含めた組織・人員のスリム化を実施し、経営の効率化およびより一層の経
費（販売費および一般管理費）削減につき、以下の通り、着実に進んでおります。 
①役員報酬の削減  
役員報酬の削減につきましては、以下の通り既に実施しておりますが、役員報酬の削減期間を前回ご
報告いたしました通り半年間延長し平成21年10月までとし、継続いたしております。  
・代表取締役：前年度比50％削減  
・取 締 役：前年度比10～20％削減 

②子会社の支店廃止ならびに本社および支店事務所の縮小 
子会社の支店廃止につきましては、平成21年１月末日において既に完了しており、また、本社（子会
社を含む）および支店事務所の縮小につきましては、平成21年４月に実施し、５月以降の月額賃料
は、前月比約50％削減いたしております。 

③グループの再編 
グループの再編につきましては、前述の通り、連結子会社㈱明豊コーポレーションの吸収合併を平成
21年５月１日付で予定通り完了しております。 

④人員のスリム化 
事業再構築により組織およびグループの再編を実施しており、それに伴う人員のスリム化を実施した
結果、平成21年６月１日現在の従業員数は76名となっており、平成20年7月末（前期末）時点と比較
して、38名減少しております。（約33％減） 

 
⑤人件費の削減 
前述の人員のスリム化の実施および平成21年２月１日より実施した給与水準の見直しにより、平成21
年７月期下期（平成21年２月1日～平成21年７月31日）の人件費につきましては、平成21年７月期上
期（平成20年８月1日～平成21年１月31日）と比較し、約30％の削減となる見込みであります。 

⑥全社広告費の削減 
プロジェクト単位での広告以外の企業広告の広告宣伝費については、前期比約70％以上の削減を実施
し、また全社広告費も含めた総広告宣伝費につきましても、平成21年７月期（今期）において、平成
20年７月期（前期）と比較し約55％の削減となる見通しであります。 
  

以上の通り、平成21年３月12日の開示にてお知らせいたしました『経営改善計画』はさらなる経費削減
を実施しながら、着実に進捗しております。この効果は来期以降に大きく業績に寄与してくるものと見込
んでおりますが、さらにこの業務体質改善を実現させていくために、追加の経営施策を講じ、新たな収益
計画を策定し、平成22年７月期業績予想の見通しを、平成21年７月期決算開示と同時に公表させていただ
く予定であります。 

以上

【連結有利子負債の推移】 （単位：百万円）

平成20年２月末 平成20年７月末 平成21年１月末 平成21年５月末

有利子負債 90,379 64,828 37,877 23,214

【従業員の推移】

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

７月末 ７月末 ７月末 ６月１日現在

個 別 50人 54人 65人 52人

連 結 76人 99人 114人 76人
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