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平成 21 年８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との差異 

及び通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ 

 

 

 平成 21年７月10日に公表いたしました平成21年 12月期第２四半期累計期間の業績予想との差

異及び平成 21 年２月 20 日に公表いたしました平成 21 年 12 月期通期業績予想（連結・個別）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の業績予想との差異（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） 5,198 110 38 39 633 円 45 銭

今回実績値 （B） 5,197 115 56 62 1,020 円 75 銭

増減額 (B)-(A) △0 +5 +18 +23 +387 円 30 銭

増減率  △0.0% +5.0% +48.6% +61.1% +61.1%

（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の業績予想との差異（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） 5,085 50 7 25 406 円 06 銭

今回実績値 （B） 5,085 51 10 34 562 円 36 銭

増減額 (B)-(A) +0 +1 +3 +9 +156 円 30 銭

増減率  +0.0% +2.5% +47.9% +38.5% +38.5%

（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．第２四半期累計期間業績予想と実績の差異理由 

（１）第２四半期連結累計期間の業績実績と前回開示（平成 21 年７月 10 日公表）の差異理由 

第２四半期連結累計期間の売上高実績は 5,197 百万円と、平成 21 年７月 10 日に開示した売

上高予想 5,198 百万円に対し 0百万円の減少となり概ね予想通りとなりました。 

また、営業利益は 115 百万円（前回予想比 5百万円増）となり概ね予想通りとなりました。 

経常利益におきましては還付消費税等が 11 百万円発生したため、56 百万円（前回予想比 18

百万円増）、四半期純利益におきましては繰延税金負債の戻入れが３百万円発生したため、62

百万円（前回予想比 23 百万円増）となりました。 

 

（２）第２四半期個別累計期間の業績実績と前回開示（平成 21 年７月 10 日公表）の差異理由 

個別の修正理由につきましても上記と同様であります。 

 

４．平成 21 年 12 月期 通期連結業績予想の修正（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日） 

   （単位：百万円） 

  
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 

前回発表予想 （A） 14,941 420 362 355 5,765 円 98 銭

今 回 修 正 （B） 9,207 217 62 64 1,039 円 50 銭

増 減 額 (B)-(A) △5,734 △203 △300 △291 △4,726 円 48 銭

増 減 率  △38.4% △48.3% △82.9% △82.0% △82.0%

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 12 月期通期） 
12,114 △72 △144 △4,212 △68,414円18銭

 

 

５．平成 21 年 12 月期 通期個別業績予想の修正（平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

  
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 

前回発表予想 （A） 14,710 342 301 303 4,921 円 39 銭

今 回 修 正 （B） 9,001 139 30 50 812 円 11 銭

増 減 額 (B)-(A) △5,709 △203 △271 △253 △4,109 円 28 銭

増 減 率  △38.8% △59.4% △90.0% △83.5% △83.5%

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 12 月期通期） 
11,815 △166 △1,189 △3,794 △61,629円 60銭

 

６．通期業績予想の修正理由  

（１）通期連結業績予想修正の理由 

a．売上高・売上総利益 

平成 21 年 12 月期通期におきましては、売上高は 9,207 百万円（前回業績予想比 5,734 百

万円減）、売上総利益 2,426 百万円（前回業績予想比 643 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２四半期より見

込んでおりました販売戸数の拡大が達成出来なかったことにより、第３四半期以降にお
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きましても安定的な水準での販売計画の見直しを実施いたしました。世界的な景気後退

が続く中で投資家の投資マインドの低下は避けられず、販売戸数の拡大は見込むことは

難しい状況となっておりますが、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

は堅調に推移すると思われます。 

結果として平成 21 年 12 月期通期におきまして、販売戸数 415 戸（前回業績予想比 214

戸減）、売上高 7,468 百万円（前回業績予想比 5,034 百万円減）、売上総利益 1,768 百万

円（前回業績予想比 564 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。 

 

（流通・流動化事業） 

流通・流動化事業におきましては、第２四半期に見込んでおりましたオフィスビル１

棟の売却が実現しませんでした。売却についての引き合いは継続的にあるものの市場環

境等を保守的に勘案し、オフィスビル１棟の売却を含めたその他の販売についても第３

四半期以降における売上計画を見送ることといたしました。 

結果として平成 21 年 12 月期通期におきまして、売上高 98 百万円（前回業績予想比 772

百万円減）、売上総利益 0百万円（前回業績予想比百 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。 

 

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、

引き続き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ます。 

結果として平成 21 年 12 月期通期におきまして、売上高 1,641 百万円（前回業績予想比

72 百万円増）、売上総利益 658 百万円（前回業績予想比 16 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・当期純利益 

販売費及び一般管理費におきましては、人件費の削減や、事務所の統合・縮小等を含めた

削減策を実施していくことにより、平成 21 年 12 月期通期におきまして、2,209 百万円（前

回業績予想比 439 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、結果として平成 21 年 12 月期通期におきまして、営

業利益は 217 百万円（前回業績予想比 203 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３四半期以降についても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すると予想されます。結果として平成 21

年 12 月期通期におきまして、経常利益は 62 百万円（前回業績予想比 300 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。 

同様の理由により当期純利益におきましては 64 百万円（前回業績予想比 291 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、通期での黒字化を必達の目

標として、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）通期個別業績予想 

個別の修正理由につきましても上記と同様であります。 
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７．今後の事業展開 

当社グループの主力事業である投資用マンション事業におきましては、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」が、この不況下においても安定して推移する“賃

料”が基準となる投資商品であるため、今後も安定して推移していくことが予想されます。ま

た、主力エリアである横浜みなとみらい２１地区周辺における企業集積や商業施設の開発によ

る就業人口の増加に伴い、今後も安定した賃貸ニーズが期待できます。さらに、当社の戦略で

あるドミナント戦略による独自のサービス展開することにより、高水準な顧客満足度を維持し

ております。よって、今後もこの投資用マンション事業における戸別販売を中心に、安定した

販売戸数を継続できる体制作りを進めてまいります。 

流通・流動化事業におきましては、第３四半期以降の実績は見込んでいないものの、市場環

境を注視しながら、利益獲得に向けた事業体制の構築を進めてまいります。 

不動産管理事業におきましては、安定収益事業として更なる収益力の強化を進めるため、建

物管理部門における事業を主とする 100％出資子会社を設立し、業績管理を徹底し収益性の向

上と事業の拡大を目指します。また、賃貸管理事業やその他の事業におきましても、投資用マ

ンション事業の安定した供給による事業拡大を図るとともにさらなる事業効率化を図り成長さ

せてまいります。このように、不況下においても景気に左右されない安定収益事業である不動

産管理事業や不動産賃貸事業等の割合を増加させることにより、収益基盤の安定化と収益率上

昇を図ります。 

費用の削減におきましても、各削減策を実施していくことにより、黒字化体質を定着させて

まいります。上記施策を着実に実行させていくことで、全社一丸となって業容の拡充及び経営

基盤の強化に全力で取り組んでまいります。 

以 上 

 

※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、前

期とは適用される会計基準が異なるため、前期に関する情報は参考として記載しております。 

 


