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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

（注）当社は、平成20年９月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。 

(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9月期第3四半期 997 △37.5 △100 ― △129 ― △182 ―

20年9月期第3四半期 1,596 ― 475 ― 551 ― 333 ―

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9月期第3四半期 △6,630.79 ―

20年9月期第3四半期 11,858.98 10,696.71

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9月期第3四半期 2,362 1,136 48.0 43,786.82
20年9月期 2,206 1,341 60.8 47,231.29

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  1,134百万円 20年9月期  1,341百万円

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9月期 ― ― ― ― 0.00
21年9月期 ― ― ―

21年9月期 
（予想）

― 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 1,634 △15.5 △120 ― △144 ― △199 ― △7,296.04
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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）  有  
新規 １社 （社名 株式会社パルマファイナンシャルサービシーズ) 
（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.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手不可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要
因にょり予想値と異なる可能性があります。 
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。 

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9月期第3四半期 28,404株 20年9月期  28,404株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  2,484株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 27,581株 20年9月期第3四半期 28,109株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国・欧州を中心とした世界的金融不安や景
気後退により、厳しい経済環境が続いておりますが、わが国を始め、欧米各国等による経済対策、金
融安定化策等の景気対策の効果が出始め、株式市場の回復等、経済安定化の兆しが見え始めておりま
す。しかしながら、依然として、雇用・個人消費等の低迷は続いており、景気の先行きは不透明な状
況が続いております。  
 不動産市場においては、資金の流入は引き続き停滞しているものの、個人投資家や実需目的等のた
めに不動産投資を志向する事業法人による不動産取引が高まりをみせてきております。  
このような環境の中、当社グループは、前四半期より引き続き健全な財務体質の維持に注力しつつ、
新たな投資機会の創出に努めました。特に、空中店舗「フィル・パーク」事業を展開する株式会社フ
ィル・カンパニーとの開発事業・投資運用における協業やトランクルーム事業者等向け賃料入金管
理・滞納保証事業（「トランク安心マスター」）及びアルバイト雇用企業・派遣会社向け給料日前給
料希望日払いASPサービス事業（「パルマ速払いサービス」）を展開する株式会社パルマファイナン
シャルサービシーズの子会社化を実施するなど、当社の事業領域である「不動産事業分野」と「人材
関連事業分野」にかかわる収益機会の多様化、収益の安定化を進めてまいりました。  
以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は327,534千円、営業損失は14,346千円、経
常損失は25,940千円、四半期純損失は26,632千円となりました。  
    
 各事業種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。  
  
（プリンシパルインベストメント事業）  
 当第３四半期のプリンシパルインベストメント事業は、健全な財務体質の維持のために保有物件の 
早期売却を積極的に展開してまいりました。また、前記の「フィル・パーク」投資運用事業として
「フィル・パーク表参道」を自ら取得し、収益価値の向上に努めてまいりました。以上の結果、当第
３四半期連結会計期間における売上高は239,850千円、営業利益は13,177千円となりました。  
  
（アセットマネジメント事業）  
 当第３四半期のアセットマネジメント事業は、当社がアセットマネジメント契約を受託しているSPC
（不動産投資特別目的会社）向け運用業務において、SPC保有物件の売却による収益顕在化を実現さ
せることができました。また、ソリューション業務において、長期的な投資を目的とする個人投資家
や当該投資家向けに収益不動産を供給する不動産会社に対し投資適格物件の紹介を進めてまいりまし
た。以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は20,810千円、営業利益9,863千円とな
りました。  
  
（セールスプロモーション事業）  
 当第３四半期のセールスプロモーション事業は、マンションの供給・販売水準が依然として回復し
ていない中、マンション販売現場や賃貸マンション営業現場等向けの人材派遣（ハウジングアドバイ
ザー、受付スタッフ、リーシングサポーター、販売促進補助業務等）業務が堅調に推移しました。し
かしながら、フードサービス・小売分野等において、顧客企業による自社雇用への切り替え等の事業
環境の変化も影響し、受注案件のさらなる積み上げは低調となりました。以上の結果、当第３四半期
連結会計期間における売上高は66,873千円、営業利益5,748千円となりました。  
  

①資産、負債及び純資産の状況  
 （流動資産）  
   当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,304,145千円（前連結会計年度末 
  比36.8％減）となりました。主にこれは、販売用不動産が売却により45,218千円減少したこと 
  や現金及び預金が699,172千円減少したことによるものであります。  
 （固定資産）  
   当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,058,275千円（前連結会計年度末 
  比636.5％増）となりました。主にこれは、連結子会社の増加に伴い有形固定資産が925,150千 
    円増加したことによるものであります。 
 （流動負債）  
   当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、435,863千円（前連結会計年度末比 
  20.0％減）となりました。主にこれは、短期借入金が308,229千円、１年内償還予定社債が 
  50,000千円それぞれ返済により減少した一方で、一年以内返済予定の長期借入金が152,076千円 
   増加したこと、連結子会社の増加に伴いその他流動負債が114,211千円増加したことによるもの 
  であります。  
 （固定負債）  
   当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、790,098千円（前連結会計年度末比 
   146.9％増）となりました。主にこれは、長期借入金が280,006千円減少した一方で、連結子会  
    社の増加に伴い長期預り金が760,068千円増加したためであります。  
  

・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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 （純資産）  
    当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,136,459千円（前連結会計年度末比 
   15.3％減）となりました。主にこれは、四半期純損失の計上182,885千円、自己株式取得24,415 
    千円によるものであります。この結果、自己資本比率は48.0％となりました。  
  
 ②連結キャッシュ・フローの状況  
   当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半 
  期連結会計期間末に比べ132,464千円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は337,817千円と
  なりました。 
   当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー及びそれらの要因は、次のとおりで 
  あります。  
 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  
   営業活動の結果得られた資金は170,890千円となりました。主にこれは、税金等調整前四半期 
  純損失25,818千円があった一方で、販売用不動産の売却によるたな卸資産の減少額212,494千円 
  があったことによるものであります。  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  
   投資活動の結果使用した資金は37,381千円となりました。主にこれは、新規連結子会社の取 
  得による収入124,868千円があった一方で、関係会社に対する事業推進のための貸付による支出 
  が122,000千円、賃貸用不動産を取得したこと等による有形固定資産の取得による支出が55,263 
  千円あったことによるものであります。  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  
   財務活動の結果使用した資金は278,079千円となりました。主にこれは、短期借入金返済によ
  る支出が270,000千円があったことによるものであります。  
  
  

平成21年５月15日に発表しました、平成21年９月期第２四半期決算短信の記載の業績に変更はあり
ません。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、予想数値と異なることがあります。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。 
  
  

 当第３四半期連結累計期間における重要な子会社の異動につきましては、第３四半期連結会計期 
 間において、株式の取得により株式会社パルマファイナンシャルサービシーズが重要な子会社と 
 なりました。 

  
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 

  

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
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-4-



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６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 337,817 1,036,989

売掛金 46,104 46,085

販売用不動産 449,868 －

仕掛販売用不動産 335,347 830,434

その他 143,421 150,231

貸倒引当金 △8,413 △1,276

流動資産合計 1,304,145 2,062,465

固定資産   

有形固定資産   

土地 704,142 －

その他 232,013 11,005

有形固定資産合計 936,155 11,005

無形固定資産 19,466 2,094

投資その他の資産   

投資有価証券 21,611 58,001

長期貸付金 18,714 48,642

その他 62,473 33,782

貸倒引当金 △146 △9,831

投資その他の資産合計 102,653 130,596

固定資産合計 1,058,275 143,695

資産合計 2,362,421 2,206,161

負債の部   

流動負債   

買掛金 6 5,118

短期借入金 36,770 345,000

1年内返済予定の長期借入金 190,000 37,924

1年内償還予定の社債 20,000 70,000

未払法人税等 1,673 15,207

移転損失引当金 1,910 －

その他 185,502 71,290

流動負債合計 435,863 544,540

固定負債   

社債 30,000 40,000

長期借入金 － 280,006

長期預り金 760,098 －

固定負債合計 790,098 320,006

負債合計 1,225,961 864,546

株式会社ディア･ライフ（3245）平成21年９月期第３四半期決算短信
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 317,513 317,513

資本剰余金 247,513 247,513

利益剰余金 595,650 778,536

自己株式 △24,415 －

株主資本合計 1,136,262 1,343,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,308 △2,005

評価・換算差額等合計 △1,308 △2,005

少数株主持分 1,505 57

純資産合計 1,136,459 1,341,614

負債純資産合計 2,362,421 2,206,161

株式会社ディア･ライフ（3245）平成21年９月期第３四半期決算短信
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 997,339

売上原価 861,603

売上総利益 135,735

販売費及び一般管理費 235,908

営業損失（△） △100,172

営業外収益  

受取利息 4,271

受取配当金 142

匿名組合投資利益 1,295

その他 1,655

営業外収益合計 7,366

営業外費用  

支払利息 7,887

投資有価証券売却損 300

持分法による投資損失 28,268

その他 167

営業外費用合計 36,624

経常損失（△） △129,430

特別損失  

関係会社清算損 1,041

投資有価証券評価損 2,025

貸倒引当金繰入額 2,307

特別損失合計 5,374

税金等調整前四半期純損失（△） △134,804

法人税、住民税及び事業税 322

法人税等調整額 47,815

法人税等合計 48,137

少数株主損失（△） △57

四半期純損失（△） △182,885
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  （第３四半期連結会計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 327,534

売上原価 267,407

売上総利益 60,127

販売費及び一般管理費 74,474

営業損失（△） △14,346

営業外収益  

受取利息 1,578

その他 783

営業外収益合計 2,361

営業外費用  

支払利息 2,033

持分法による投資損失 11,852

その他 68

営業外費用合計 13,955

経常損失（△） △25,940

特別損失  

貸倒引当金繰入額 △122

特別損失合計 △122

税金等調整前四半期純損失（△） △25,818

法人税、住民税及び事業税 142

法人税等調整額 671

法人税等合計 813

四半期純損失（△） △26,632
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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損失（△） △134,804

減価償却費 3,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,652

受取利息及び受取配当金 △4,414

支払利息 7,887

投資有価証券売却損益（△は益） △185

投資有価証券評価損益（△は益） 2,025

匿名組合投資損益（△は益） △1,295

関係会社清算損益（△は益） 1,041

持分法による投資損益（△は益） 28,268

売上債権の増減額（△は増加） △6,346

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,218

仕入債務の増減額（△は減少） △5,111

その他 △50,545

小計 △121,898

利息及び配当金の受取額 709

利息の支払額 △6,753

法人税等の支払額 △13,934

営業活動によるキャッシュ・フロー △141,877

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 △6,000

定期預金の払戻による収入 36,000

有形固定資産の取得による支出 △55,263

無形固定資産の取得による支出 △320

投資有価証券の取得による支出 △2,374

投資有価証券の売却による収入 3,855

関係会社株式の取得による支出 △5,000

関係会社株式の清算による支出 38,427

貸付けによる支出 △131,250

貸付金の回収による収入 15,000

新規連結子会社の取得による収入 124,868

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,944

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 50,000

短期借入金の返済による支出 △395,000

長期借入金の返済による支出 △127,930

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △24,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △557,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △681,278

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,989

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 337,817
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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。 

  

1 事業の種類別セグメント情報 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 
（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 各区分の主な事業内容  

     （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却  

     （2）アセットマネジメント事業・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介  

     （3）セールスプロモーション事業・・・・・・人材派遣  

  

2 所在地別セグメント情報 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期  

  連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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

プリンシパル 
インベストメント

事業 
（千円）

アセット 
マネジメント 

事業 
（千円）

セールス
プロモーション

事業 
（千円）

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

239,850 20,810 66,873 327,534 ― 327,534

（2）セグメント間の 
     内部売上高又 
     は振替高

― ― ― ― ― ―

計 239,850 20,810 66,873 327,534 ― 327,534

営業利益又は 
営業損失（△）

13,177 9,863 5,748 28,789 △43,136 △14,346

プリンシパル 
インベストメント

事業 
（千円）

アセット 
マネジメント 

事業 
（千円）

セールス
プロモーション

事業 
（千円）

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

766,989 37,761 192,588 997,339 ― 997,339

（2）セグメント間の 
     内部売上高又 
     は振替高

― ― ― ― ― ―

計 766,989 37,761 192,588 997,339 ― 997,339

営業利益又は 
営業損失（△）

21,281 11,414 9,449 42,145 △142,318 △100,172
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3 海外売上高 

   当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期  

  連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

平成21年５月20日の取締役会決議に基づき622株の自己株式取得を実施いたしました。この結果、当第

３四半期連結会計期間において自己株式が8,079千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、自

己株式が24,415千円となっております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

（パーチェス法の適用）  

1 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称及び取得した議決権比率    

 （1）被取得企業の名称及び事業の内容  

     被取得企業の名称  株式会社パルマファイナンシャルサービシーズ  

事業の内容     

  トランクルーム事業者向け入金管理・滞納保証サービス、派遣・アルバイト向け給与希望日払い

サービス  

 （2）企業結合を行った理由  

     当社グループの収益機会の多様化、収益の安定化を推進するためであります。  

  （3）企業結合日  

     平成21年５月19日  

  （4）企業結合の法的形式  

     株式取得  

  （5）結合後企業の名称  

     株式会社パルマファイナンシャルサービシーズ  

  （6）取得した議決権比率  

     100.0％  

2 四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業

績の期間  

みなし取得日が平成21年６月30日のため、四半期連結損益計算書には、被取得企業の業績は含まれ

ておりません。  

3 被取得企業の取得原価及びその内訳  

 被取得企業の取得原価は２千円であり、現金による取得であります。 

4 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間  

（1）のれんの金額   11,438千円 

（2）発生原因       

  取得原価が取得した資産及び引受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額を

のれんとして計上しております。 

（3）償却の方法及び償却期間  

     ５年にわたる均等償却  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 企業結合等関係
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