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平成 21年７月 10日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社 陽 光 都 市 開 発 

代 表 者 名  代表取締役社長  相 馬  聡 

（ＪＡＳＤＡＱ コード 8946） 

問 合 せ 先  執行役員財務経理部長  山 口  和 徳 

 ＴＥＬ (045) 324-2444（代表） 

 

 

平成 21年 12 月期第２四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 最近の業績動向を踏まえ、平成 21 年２月 20日に公表いたしました平成 21年 12月期第２四半期

累計期間業績予想を下記のとおり修正いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成21年12月期 第２四半期連結累計期間業績予想の修正（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

   （単位：百万円） 

  
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想 （A） 7,224 204 163 169 2,744円 93銭 

今 回 修 正 （B） 5,198 110 38 39 633円 45銭 

増 減 額 (B)-(A) ▲2,026 ▲94 ▲125 ▲130 ― 

増 減 率  ▲28.0% ▲46.1% ▲76.7% ▲76.9% ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20年 12月期中間期） 
6,379 323 275 158 2,575円 25銭 

 

 

２．平成21年12月期 第２四半期個別累計期間業績予想の修正（平成21年１月１日～平成21年６月30日） 

（単位：百万円） 

  
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益 

前回発表予想 （A） 7,091 132 108 115 1,867円 85銭 

今 回 修 正 （B） 5,085 50 7 25 406円 06銭 

増 減 額 (B)-(A) ▲2,006 ▲82 ▲101 ▲90 ― 

増 減 率  ▲28.3% ▲62.1% ▲93.5% ▲78.3% ― 

（ご参考）前期実績 

（平成 20年 12月期中間期） 
6,226 272 231 617 10,022円 74銭 
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３.修正の理由 

（１）連結業績予想 

 a．売上高・売上総利益 

平成 21年 12月期第 1四半期におきましては売上高 2,538百万円、売上総利益 564百万円、

第２四半期におきましては売上高 2,659百万円、売上総利益 733百万円となる見込みであり

ます。結果として第２四半期累計期間におきましては、売上高は 5,198 百万円（前回業績予

想比 2,026 百万円減）、売上総利益 1,297 百万円（前回業績予想比 243 百万円減）を見込ん

でおり、前回業績予想を下回る見通しとなりました。理由につきましてはセグメント毎に下

記に記載いたします。 

ア．不動産販売事業 

 （投資用マンション事業） 

当社の主力事業であります投資用マンション事業におきましては、第１四半期販売戸

数 100 戸、売上高 2,025 百万円、第２四半期販売戸数 113 戸、売上高 2,195 百万円とな

る見込みであります。戸別販売を中心とする販売戸数の拡大を第２四半期より見込んで

おりましたが、世界的な金融危機の発生等に起因する消費・投資マインドの減退などに

より計画ほどの拡大は達成することが出来ませんでした。しかしながら、主力エリアで

ある横浜みなとみらい２１地区におきましては開港 150 周年を迎え、大企業の本社進出

を予定するなど販売を後押しする背景等とともに、安定した賃料収入が見込める金融商

品として底堅いニーズがあり、販売状況は堅調に推移しております。結果として第２四

半期累計期間におきましては、販売戸数 213 戸（前回業績予想比 67戸減）、売上高 4,220

百万円（前回業績予想比 1,405 百万円減）を見込んでおります。投資用マンション事業

における売上総利益におきましては、第１四半期は利益率の低い物件の販売等により 380

百万円、第２四半期は販売戸数の増加と利益率の改善があったものの、売上高と同様、

販売戸数の拡大が実現しなかったことにより 556 百万円となる見込みであります。結果

として第２四半期累計期間の売上総利益は 936 百万円（前回業績予想比 179 百万円減）

となる見込みであり、前回業績予想を下回る見通しとなりました。今後につきましては、

販売戸数、人員の増加等の急激な拡大戦略をとらず、堅実で安定した販売が可能となる

体制構築を進めてまいります。 

 

（流通・流動化事業） 

流通・流動化事業におきましては、第１四半期における売上高 98 百万円、売上総利益

０百万円の実績となっております。第２四半期に見込んでおりましたオフィスビル１棟

の売却が実現しなかったことから、結果として第２四半期累計期間におきまして、売上

高 98 百万円（前回業績予想比 677 百万円減）、売上総利益０百万円（前回業績予想比 93

百万円減）となる見込みであり、前回業績予想を下回る見通しとなりました。 

 

イ．その他の事業等 

不動産管理事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びその他の事業におきましては、

管理戸数の増加などによる安定した収益事業として堅調に推移しており、第１四半期売上

高 414 百万円、売上総利益 183 百万円、第２四半期売上高 464 百万円、売上総利益 177 百

万円となる見込みであります。結果として第２四半期累計期間におきまして、売上高 878

百万円（前回業績予想比 56百万円増）、売上総利益 361百万円（前回業績予想比 30百万円

増）となる見込みであり、業績予想を上回る見通しとなりました。 

 

b．販売費及び一般管理費・営業利益・経常利益・四半期純利益 

販売費及び一般管理費におきましては、前期から役員報酬の削減、人件費の見直しを実
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施しており、また各費用についても削減を見込んでいることから第１四半期 615 百万円、

第２四半期 571 百万円となる見込みであります。結果として第２四半期累計期間におきま

して、1,186百万円（前回業績予想比 150百万円減）を見込んでおります。 

営業利益におきましては、様々な費用の削減策を実施したものの、売上高の減少による

売上総利益の減少はカバーしきれないため、第１四半期は 50百万円の損失、第２四半期は

160 百万円の利益となり、第２四半期累計期間におきまして、営業利益 110 百万円（前回

業績予想比 94百万円減）となる見込みであり、前回業績予想を下回る見通しとなりました。 

経常利益におきましては、第１四半期 73百万円の損失であり、第２四半期は借入金返済

期限の延長に伴い金利等の条件が見直された結果、支払い利息費用が増加しましたが販売

戸数の増加と利益率の改善等により 111 百万円の利益となる見込みであります。結果とし

て第２四半期累計期間におきまして、経常利益は 38百万円の利益（前回業績予想比 125百

万円減）となる見込みであり、前回業績予想を下回る見通しとなりました。 

四半期純利益におきましても同様の理由により、第１四半期 67百万円の損失、第２四半

期は 106 百万円の利益となる見込みであり、第２四半期累計期間におきまして四半期純利

益は 39百万円（前回業績予想比 130百万円減）となる見込みであります。 

上記理由により前回業績予想を下回る見通しとなりましたが、第２四半期において営業

利益、経常利益、四半期純利益ともに黒字化を達成出来る見込みとなったため、通期での

黒字化を確固なものとするとともに、全社一丸となって更なる経営改善に全力で取り組ん

でまいります。 

 

（２）個別業績予想 

個別の修正理由につきましても上記と同様であります。 

 

（３）平成 21年 12月期通期の業績予想（連結・個別） 

平成 21 年 12 月期第３四半期以降につきましても投資用マンション事業の戸別販売におい

て横浜みなとみらい２１地区の大規模な企業集積・商業施設開発による成長を背景とした投

資用マンションに対するニーズ、賃借需要が安定的に継続する見込みであります。 

今後につきましては、販売戸数、人員の増加等の急激な拡大戦略をとらず、堅実で安定し

た販売が可能となる体制構築を進めてまいります。 

流通・流動化事業におきましては、第２四半期累計期間において当社の販売水準に価格が

達していないことから売却には至らなかったものの、個人投資家を中心とした投資意欲は回

復傾向にあり、それに伴って販売価格の水準も上昇してきております。オフィスビル 1 棟の

売却についても継続的に引き合いがあることから、第３四半期以降での早期売却も視野に販

売活動を強化してまいります。 

また、不動産管理事業や不動産賃貸事業等はこの不況下においても景気に左右されない安

定した事業であり、かつ高い収益率を誇ります。当社の投資用マンションブランドである「グ

リフィンシリーズ」の継続的な供給による管理戸数の増加を背景として同事業を安定収益源

とした事業体制の強化に努めてまいります。 

費用の削減におきましても、役員報酬の更なる削減や７月より従業員の人件費の削減等を

行っており、また本社を含めた事務所の統合・縮小や事業体制の見直し等を勘案した計画を

現在策定中であり、「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に向けて全社で取り組んでお

ります。 

よって平成 21 年 12 月期通期の業績予想（連結・個別）につきましては、確定次第お知ら

せいたします。 

以 上 
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（参考資料） 

 セグメント別業績見込み（連結） 

（単位：百万円） 

項目   
第２四半期 

累計（今回予想） 

前回業績 

予想 
差異 割合 

第１四半期  第２四半期  

  引渡戸数 100 戸 113 戸 213 戸 280戸 ▲67戸 ▲23.9% 

  
不動産  

販売事業 

投資用マンション 

事業  
2,025 2,195 4,220 5,625 ▲1,405 ▲25.0% 

  
流通・流動化 

事業 
98 - 98 776 ▲677 ▲87.3% 

  その他※ 414 464 878 822 +56 +6.8% 

  売上 合計 2,538 2,659 5,198 7,224 ▲2,026 ▲28.0% 

  原価 1,973 1,926 3,899 5,683 ▲1,784 ▲31.4% 

  
不動産  

販売事業 

投資用マンション 

事業  
380 556 936 1,115 ▲179 ▲16.1% 

  
流通・流動化 

事業 
0 - 0 94 ▲93 ▲99.5% 

  その他※ 183 177 361 331 +30 +9.2% 

  売上総利益 合計  564 733 1,297 1,540 ▲243 ▲15.7% 

 
販売費及び一般管理費 615 571 1,186 1,337 ▲150 ▲11.2% 

 
営業利益 ▲50 160 110 204 ▲94 ▲46.1% 

 
経常利益 ▲73 111 38 163 ▲125 ▲76.7% 

 
四半期純利益 ▲67 106 39 169 ▲130 ▲76.9% 

 
 セグメント別業績見込み（個別） 

（単位：百万円） 

項目   
第２四半期 

累計（今回予想） 

前回業績 

予想 
差異 割合 

第１四半期  第２四半期  

  引渡戸数 100 戸 113 戸 213 戸 280戸 ▲67戸 ▲23.9% 

  
不動産  

販売事業 

投資用マンション 

事業  
2,025 2,195 4,220 5,625 ▲1,405 ▲25.0% 

  
流通・流動化 

事業 
98 - 98 776 ▲677 ▲87.3% 

  その他※ 358 409 766 689 +77 +11.2% 

  売上 合計 2,482 2,604 5,085 7,091 ▲2,006 ▲28.3% 

  原価 1,962 1,927 3,889 5,671 ▲1,782 ▲31.4% 

  
不動産  

販売事業 

投資用マンション 

事業  
355 519 874 1,066 ▲192 ▲18.0% 

  
流通・流動化 

事業 
0 - 0 80 ▲80 ▲99.4% 

  その他※ 163 157 320 272 +48 +17.6% 

  売上総利益 合計  519 677 1,196 1,418 ▲222 ▲15.7% 

 
販売費及び一般管理費 603 543 1,146 1,287 ▲141 ▲11.0% 

 
営業利益 ▲84 134 50 132 ▲82 ▲62.1% 

 
経常利益 ▲99 106 7 108 ▲101 ▲93.5% 

 
四半期純利益 ▲84 109 25 115 ▲90 ▲78.3% 

※“その他”とは不動産管理事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びその他の事業の合計となります。 

 

（注）本資料に記載しております予想数値は、本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので

あり、実際の業績は様々な要因によって上記予想数値と異なる可能性があります。 


