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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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12月期第1四半期 1,035 44.4 27 ― 36 ― 43 ―

21年2月期第1四半期 717 △54.3 △159 ― △157 ― △402 ―

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12月期第1四半期 889.17 547.04
21年2月期第1四半期 △10,030.78 ―

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12月期第1四半期 1,401 1,158 82.7 23,440.70
21年2月期 1,602 1,237 77.0 24,965.67

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  1,158百万円 21年2月期  1,233百万円

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  

※決算期変更により、当平成21年12月期は、10ヶ月決算（平成21年３月１日～平成21年12月31日）となります。 

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成21年12月31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  有  
※決算期変更により、当平成21年12月期は、10ヶ月決算（平成21年３月１日～平成21年12月31日）となります。 

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

1,497 14.1 27 ― 39 ― 35 ― 706.73

通期 2,352 △3.8 33 ― 40 ― 34 ― 679.28
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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  

（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。 

(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．当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 
  実際の業税は、当社及び当社グループ外車の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向の他、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が 
あります。なお、業績予想に関しましては４ページの「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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）を適応しております。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います。 

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12月期第1四半期 49,418株 21年2月期  49,418株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  2株 21年2月期  2株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 49,416株 21年2月期第1四半期 47,081株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策による下支え効果もあり、一部に景気の下げ止

まりの兆しが見られたものの、全般的には企業収益や雇用、所得環境の急激な悪化等により、深刻な景気後退に陥っ

ております。 

 当社グループの既存事業と密接に関連する新築マンション市場、特に首都圏マンション市場におきましては、金融

機関における不動産関連融資の急速な縮小による資金繰り悪化の影響を受けた不動産開発業者の破綻や景気の先行き

に対する不安感等による個人消費の伸び悩み等により、発売戸数及び契約率の低迷が続き、厳しい環境下での推移と

なりました。 

 以上により、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は1,035百万円（前年同期比44.4％増）、営業利

益は27百万円（前年同期は159百万円の営業損失）、経常利益は36百万円（前年同期は157百万円の経常損失）、四半

期純利益は43百万円（前年同期は402百万円の四半期純損失）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。 

（トータルハウスケアサービス事業） 

 不動産ディレクション事業に関しましては、新築マンション販売時の内覧会プロデュースや竣工検査の代行、モデ

ルルームの設営などの肌理の細かい法人向けサービスの提供に注力し、営業力の強化を図ってまいりました。 

 また、連結子会社である株式会社アライヴ ビルマネジメントの展開するビルメンテナンス事業に関しましては、

営業体制の強化、顧客満足度の向上を図り、確実な収益獲得を図ってまいりました。 

 以上により、当第１四半期連結会計期間におけるトータルハウスケアサービス事業の売上高は382百万円、営業利

益33百万円となりました。 

（総合不動産事業） 

 総合不動産事業に関しましては、前期に仕入れた物件の販売が、当第１四半期連結会計期間にほぼ完了いたしまし

た。 

 以上により、当第１四半期連結会計期間における総合不動産事業の売上高は653百万円、営業利益46百万円となり

ました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

  当第１四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。 

 （総資産） 

 総資産は、主として平成20年10月14日開催の取締役会において、平成20年12月１日付けで解散することを決議

し、平成21年５月20日に清算結了した株式会社アライヴ クリエイトを連結の範囲から除外したこと及び売掛債権

の減少等により、前連結会計年度末と比較して201百万円減少し、1,401百万円となりました。 

 （負債） 

 負債は、主として平成20年10月14日開催の取締役会において、平成20年12月１日付けで解散することを決議し、

平成21年５月20日に清算結了した株式会社アライヴ クリエイトを連結の範囲から除外したこと及び短期借入金の

返済等により、前連結会計年度末と比較して122百万円減少し、242百万円となりました。 

 （純資産） 

 純資産は、主として平成20年10月14日開催の取締役会において、平成20年12月１日付けで解散することを決議

し、平成21年５月20日に清算結了した株式会社アライヴ クリエイトを連結の範囲から除外したことにより、前連

結会計年度末と比較して79百万円減少し、1,158百万円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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509百万円の増加となり、

当第１四半期連結会計期間末の資金残高は、610百万円となりました。 

 （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、主に当四半期連結純利益を計上したこと及び販売用不動産の減少によ

り、598百万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、主に平成20年10月14日開催の取締役会において、平成20年12月１日付け

で解散することを決議し、平成21年５月20日に清算結了した株式会社アライヴ クリエイトの清算による収入によ

り、67百万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、短期借入金の返済による支出により、139百万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21年12月期の業績予想につきましては、本日付で別途開示しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

 なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては、前連結会計年度まで連結子会社であった株式会社アラ

イヴ クリエイトが、平成21年５月20日付で清算結了したため、連結の範囲から除外しております。また、連結

子会社であった期間の損益計算書に関しましても、重要性が乏しいと判断し、連結の範囲から除外しておりま

す。 

  

   

①簡便な会計処理 

・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。 

・棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当当第１四半期会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）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日公表分）が適用されたことに伴い、主として個別法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611,017 100,939

受取手形及び売掛金 126,634 153,887

たな卸資産 337,672 898,242

その他 50,733 74,655

貸倒引当金 △5,669 △7,520

流動資産合計 1,120,387 1,220,204

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 93,835 82,400

減価償却累計額及び減損損失累計額 △78,313 △66,673

建物及び構築物（純額） 15,521 15,726

機械装置及び運搬具 1,696 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △282 －

機械装置及び運搬具（純額） 1,413 －

工具、器具及び備品 56,408 33,633

減価償却累計額及び減損損失累計額 △44,213 △20,768

工具、器具及び備品（純額） 12,194 12,865

土地 3,248 3,248

有形固定資産合計 32,377 31,839

無形固定資産   

のれん 72,622 181,194

その他 5,597 5,943

無形固定資産合計 78,220 187,137

投資その他の資産   

投資有価証券 414,261 413,223

長期預け金 200,000 200,000

その他 222,833 272,879

貸倒引当金 △259,353 △315,297

投資損失引当金 △407,713 △407,713

投資その他の資産合計 170,027 163,093

固定資産合計 280,624 382,070

資産合計 1,401,012 1,602,275

ルーデン･ホールディングス㈱（1400）　平成21年12月期　第１四半期決算短信

－　5　－



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,126 12,099

未払金 165,030 177,650

未払法人税等 7,691 9,468

賞与引当金 7,390 3,440

売上値引引当金 1,203 976

アフターコスト引当金 691 567

その他 44,241 155,271

流動負債合計 237,374 359,473

固定負債   

退職給付引当金 4,067 3,706

その他 1,224 1,401

固定負債合計 5,292 5,108

負債合計 242,666 364,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,705,633 1,705,633

資本剰余金 238,011 238,011

利益剰余金 △785,195 △709,223

自己株式 △290 △290

株主資本 1,158,159 1,234,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186 △427

評価・換算差額等合計 186 △427

新株予約権 － 3,990

純資産合計 1,158,345 1,237,693

負債純資産合計 1,401,012 1,602,275

ルーデン･ホールディングス㈱（1400）　平成21年12月期　第１四半期決算短信

－　6　－



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,035,435

売上原価 798,880

売上総利益 236,554

販売費及び一般管理費 209,383

営業利益 27,170

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 8,895

その他 2,043

営業外収益合計 10,939

営業外費用  

支払利息 411

その他 1,505

営業外費用合計 1,917

経常利益 36,192

特別利益  

新株予約権戻入益 3,990

関係会社清算益 4,336

特別利益合計 8,326

税金等調整前四半期純利益 44,518

法人税、住民税及び事業税 1,002

法人税等調整額 △424

法人税等合計 578

四半期純利益 43,940
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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利益 44,518

減価償却費 2,393

のれん償却額 2,689

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,493

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,950

売上値引等引当金の増減額（△は減少） 226

アフターコスト引当金の増減額（△は減少） 123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 360

関係会社清算損益（△は益） △4,336

受取利息及び受取配当金 △8,895

支払利息 411

売上債権の増減額（△は増加） 25,254

破産更生債権等の増減額（△は増加） 38,698

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,630

販売用不動産の増減額（△は増加） 549,940

前払費用の増減額（△は増加） 1,574

未収入金の増減額（△は増加） △6,098

仕入債務の増減額（△は減少） △718

未払金の増減額（△は減少） △12,450

前受金の増減額（△は減少） △11,637

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,962

預り金の増減額（△は減少） △22,904

その他 2,089

小計 600,290

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △411

法人税等の支払額 △970

営業活動によるキャッシュ・フロー 598,907

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 △330

有形固定資産の取得による支出 △2,585

子会社の清算による収入 78,224

敷金及び保証金の差入による支出 △48,365

敷金及び保証金の回収による収入 40,723

投資活動によるキャッシュ・フロー 67,666

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △139,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 527,074

現金及び現金同等物の期首残高 100,279

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△17,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 610,027
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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。 
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 当第１四半期会計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度において、売上高が前々連結会計年度3,953百万円に対し前連結会計年度

2,445百万円と大幅に減少し、522百万円の営業損失、1,269百万円の当期純損失及び1,427百万円の多額のマイナ

スの営業キャッシュ・フローを計上する結果となり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

 当第１四半期連結累計期間においては、営業利益27百万円、経常利益36百万円及び四半期純利益43百万円を計

上することが出来ましたが、その利益水準は低く、また、平成21年７月14日付「決算期変更および部門の廃止等

による業績予想の修正に関するお知らせ」にありますとおり、当初業績予想を大幅に修正することとなったた

め、本格的な業績の回復を確認出来るまでには至っていないため、継続企業の前提に関する重要な疑義を完全に

解消するまでには至っておりません。 

 当社グループは、こうした状況を解消する為に、引き続き「新規液剤の導入や法人営業活動の強化を通して、

既存事業の拡販に注力する」施策を重点的に実施し、一層の収益力の向上を図ってまいります。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日）      （単位：千円） 

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、サービスの性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。  

   ２．各区分に属する主要なサービス等 

   

  

（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〕

  

トータルハウ

スケアサービ

ス事業 

不動産事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

 売上高             

 (1)外部顧客に対する売 

   上高 
  382,416   653,018 －  1,035,435 －  1,035,435 

 (2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計   382,416   653,018 －  1,035,435 －  1,035,435 

 営業利益又は営業損失

（△） 
   33,546    46,608    △601    79,552   △52,382    27,170 

 トータルハウスケアサービス事業 

 コーティング事業 

 ハウスケア事業 

 ライフアップ事業  

 総合ビルメンテナンス事業  

 不動産事業  総合不動産事業 

 その他事業  コンサルティング事業他 
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  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額が、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

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を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

  

 平成20年10月14日開催の取締役会において、平成20年12月１日付けで解散することを決議し、平成21年５月20

日に清算結了した株式会社アライヴ クリエイトを連結の範囲から除外しております。この結果、利益剰余金が

119百万円減少しております。 

  

〔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
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「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１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  717,312

Ⅱ 売上原価  420,624

売上総利益  296,688

Ⅲ 販売費及び一般管理費  455,918

１．販売手数料  42,475

２．給与手当  160,778

３．賞与引当金繰入額  3,957

４．その他  248,707

営業損失  159,230

Ⅳ 営業外収益  9,347

１．受取利息  7,020

２．その他  2,327

Ⅴ 営業外費用  7,311

１．株式交付費  2,483

２．匿名組合投資損失  4,813

３．その他  14

経常損失  157,194

Ⅵ 特別利益  17

１．その他  17

Ⅶ 特別損失  240,134

１．貸倒引当金繰入額  235,000

２．その他  5,134

税金等調整前四半期純損失  397,311

法人税、住民税及び事業税  5,454

四半期純損失  402,766
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31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21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税金等調整前第１四半
 期純損失 

△397,311

 減価償却費  3,551

 のれん償却  14,454

 貸倒引当金の増加額  231,592

 賞与引当金の増加額  9,241

 売上値引等引当金の 
 増加額  610

 受注工事損失引当金の
  減少額 

△49

 アフターコスト引当金
 の増加額  13

 退職給付引当金の 
 増加額  484

 株式交付費  2,483

 受取利息 
 及び受取配当金 

△7,020

 匿名組合投資損失  4,813

 売上債権の減少額  31,879

 たな卸資産の増加額 △49,200

 前払費用の増加額 △1,034

 未収入金の減少額  13,282

 仕入債務の減少額 △33,127

 未払金の増加額  13,216

 前受金の増加額  22,209

 預け金の増加による 
 減少額 

△200,000

 その他 △26,709

小計 △366,619

 利息及び配当金 
 の受取額  4,848

 法人税等の支払額 △109,861

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△471,632
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 定期預金の預け入れ 
 による支出 

△330

 有形固定資産の取得 
 による支出 

△2,681

 無形固定資産の取得 
 による支出 

△5,351

 投資有価証券の取得 
 による支出 

△380,000

 投資有価証券の売却 
 及び償還による収入  975

 敷金保証金の差入 
 による支出 

△410

 敷金保証金の返還 
 による収入  137

 貸付による支出 
  

△35,000

 貸付金の回収による 
 収入  229,724

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△192,935

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 株式の発行による収入  473,516

 その他 △180

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  473,336

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△191,231

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,184,083

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  992,852
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