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（百万円未満切捨て） 
上場会社名 株式会社 グローバル住販 上場取引所 JQ コード番号 3259 URL http://www.global-j.co.jp/代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 永嶋 秀和問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務経理部長 （氏名） 吉田 修 TEL 03-5908-3602四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日配当支払開始予定日 ―1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年9月30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 ％22年6月期第1四半期 2,167 56.1 70 ― 51 ― 28 ―21年6月期第1四半期 1,388 ― △244 ― △312 ― △387 ―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22年6月期第1四半期 1,126.61 1,083.5221年6月期第1四半期 △15,189.70 ―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22年6月期第1四半期 7,312 1,727 23.6 67,604.9721年6月期 8,963 1,712 19.1 67,118.62（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  1,725百万円 21年6月期  1,712百万円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株当たり配当金第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭21年6月期 ― 0.00 ― 600.00 600.0022年6月期 ―22年6月期 （予想） 0.00 ― 1,500.00 1,500.003.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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  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 銭第2四半期 連結累計期間 3,606 △50.7 48 292.3 △67 ― △44 ― △1,749.70通期 13,524 △32.3 992 35.6 766 86.4 382 276.7 14,982.86



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  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） (4) 発行済株式数（普通株式） 
新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）
① 会計基準等の改正に伴う変更 無② ①以外の変更 無① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期  25,520株 21年6月期  25,520株② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期  25,520株 21年6月期第1四半期 25,520株



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、減税政策等により個人消費は持ち直しておりますが、雇用情

勢は悪化傾向が続いており、景気は依然として厳しい状況であります。 

当社グループの属する不動産業界におきましては、価格見直しや減税政策等により在庫圧縮が行われ、また、供

給戸数の減少により、販売は順調に推移しておりますが、今後の着工戸数の減少による供給戸数の減少が見込ま

れ、依然として厳しい状況であります。 

また、金融機関の融資厳格化が継続しており、先行きは不透明な状況であります。 

このような状況の下、当社グループにおきましては、主力の不動産分譲事業については順調に販売を進捗させ、

また、新規仕入につきましては、収益性や取組方法等を検討し、慎重に行ってまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,167百万円（前年同期比56.1％増）、営業利益は70百

万円（前年同期は営業損失244百万円）、経常利益は51百万円（前年同期は経常損失312百万円）、四半期純利益は

28百万円（前年同期は四半期純損失387百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

なお、売上高の金額につきましては、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

  

［不動産分譲事業］ 

不動産分譲事業におきましては、自社ブランド「ウィルローズ」シリーズについては、「ウィルローズ鴻

巣」、「ウィルローズ池袋」、「ウィルローズ中村橋」、「ウィルローズ横浜伊勢町」、リセール事業について

は、「フォーリア日本橋人形町」、「セントラルコート大和深見西」、「アスコットパーク両国石原」、「フォ

ーリアテラス千歳船橋」、「フォーリアコート千歳船橋」等、合計41戸の引渡しを行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は1,510百万円（前年同期比157.3％増）、営業利益は32百万円（前年同期

は営業損失50百万円）となりました。 

  

［不動産販売代理事業］ 

不動産販売代理事業におきましては、上記自社開発物件及び他社開発物件について販売代理を行い、東京都区

部で5物件、東京都市部で2物件、神奈川県下で１物件、埼玉県下で1物件、合計81戸の引渡し等を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は247百万円（前年同期比209.2％増）、営業利益は89百万円（前年同期は

営業損失109百万円）となりました。 

  

［不動産ソリューション事業］ 

不動産ソリューション事業におきましては、デザイナーズ賃貸マンション「プレスタイル川崎」等、31戸の引

渡しを行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は418百万円（前年同期比43.1％減）、営業損失は13百万円（前年同期は営

業利益41百万円）となりました。 

  

［その他事業］ 

その他事業におきましては、分譲マンション管理業務が順調に推移しましたが、前期において物件の売却によ

り賃貸収入が減少となりました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は48百万円（前年同期比8.8％減）、営業利益は21百万円（前年同期比

9.0％減）となりました。 

   

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、物件売却が進捗し、販売用不動産が1,706百万円減少したこと

を主要因とし、前連結会計年度末と比較して1,650百万円減少し、7,312百万円となりました。 

負債は、物件売却に伴う返済により、借入金が751百万円、買掛金が863百万円それぞれ減少したことを主要因と

し、前連結会計年度末と比較して1,665百万円減少し、5,585百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の積み上げにより13百万円増加したことを主要因とし、前連結会計年度末と比較して14百

万円増加し、1,727百万円となりました。 

  

＜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（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

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



に比べ233百万円減少し、905百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少1,651百万円、

仕入債務の減少863百万円を主な要因として、568百万円の収入（前年同期は1,740百万円の支出）となりまし

た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、１百万円の収入（前年同期は15

百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額56百万

円、長期借入金の純減少額695百万円を主な要因として、803百万円の支出（前年同期は839百万円の収入）とな

りました。 

  

 平成21年８月７日に公表いたしました連結業績予想の変更はありません。 

 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。 

  

  

① 簡便な会計処理  

（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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

  該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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



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９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21年６月30日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 1,132,445 1,365,598 受取手形及び売掛金 140,135 2,178 販売用不動産 982,039 2,688,359 仕掛販売用不動産 3,886,583 3,831,502 貯蔵品 980 1,008 前払費用 287,204 178,232 その他 141,260 143,654 流動資産合計 6,570,649 8,210,534 固定資産   有形固定資産 528,319 521,448 無形固定資産 16,993 18,152 投資その他の資産 196,716 213,179 固定資産合計 742,029 752,780 資産合計 7,312,678 8,963,315 負債の部   流動負債   買掛金 6,554 869,994 短期借入金 619,000 675,000 1年内返済予定の長期借入金 2,579,700 2,985,051 1年内償還予定の社債 100,000 96,000 未払金 70,470 136,024 未払法人税等 14,020 31,883 未払消費税等 58,405 － 前受金 271,995 231,230 賞与引当金 11,392 2,848 その他 86,055 107,592 流動負債合計 3,817,593 5,135,625 固定負債   社債 － 52,000 長期借入金 1,751,376 2,041,354 その他 16,147 21,468 固定負債合計 1,767,523 2,114,822 負債合計 5,585,116 7,250,448 



（単位：千円）当第１四半期連結会計期間末 (平成21年９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21年６月30日) 純資産の部   株主資本   資本金 286,288 286,288 資本剰余金 173,088 173,088 利益剰余金 1,271,751 1,258,311 株主資本合計 1,731,127 1,717,687 評価・換算差額等   その他有価証券評価差額金 △578 △476 為替換算調整勘定 △5,270 △4,344 評価・換算差額等合計 △5,848 △4,820 少数株主持分 2,283 － 純資産合計 1,727,562 1,712,867 負債純資産合計 7,312,678 8,963,315 



（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）前第１四半期連結累計期間 (自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日) 当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日) 売上高 1,388,860 2,167,366 売上原価 1,146,156 1,770,428 売上総利益 242,703 396,938 販売費及び一般管理費 487,692 326,213 営業利益又は営業損失（△） △244,988 70,724 営業外収益   受取利息 1,796 221 受取家賃 3,523 3 解約精算金 1,079 3,356 その他 10,153 16,732 営業外収益合計 16,552 20,312 営業外費用   支払利息 79,286 39,012 その他 4,434 988 営業外費用合計 83,721 40,000 経常利益又は経常損失（△） △312,157 51,036 特別利益   持分変動利益 － 5,806 特別利益合計 － 5,806 特別損失   たな卸資産評価損 129,401 － 関係会社清算損 1,082 － 特別損失合計 130,484 － 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） △442,642 56,842 法人税、住民税及び事業税 265 13,350 法人税等調整額 △55,266 17,650 法人税等合計 △55,001 31,001 少数株主損失（△） － △2,910 四半期純利益又は四半期純損失（△） △387,641 28,751 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：千円）前第１四半期連結累計期間 (自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日) 当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年７月１日  至 平成21年９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利益又は税金等調整前四半期純損失（△） △442,642 56,842 関係会社清算損益（△は益） 1,082 － 賞与引当金の増減額（△は減少） 34,198 8,544 持分変動損益（△は益） － △5,806 減価償却費 7,154 6,175 受取利息及び受取配当金 △1,796 △221 支払利息 79,286 39,012 為替差損益（△は益） 29 61 売上債権の増減額（△は増加） △960 △137,957 たな卸資産の増減額（△は増加） △483,413 1,651,266 前払費用の増減額（△は増加） △166,964 △110,721 長期前払費用の増減額（△は増加） 3,243 △1,349 仕入債務の増減額（△は減少） － △863,439 未払金の増減額（△は減少） △267,689 △65,554 未払消費税等の増減額（△は減少） △57,178 58,405 未払費用の増減額（△は減少） △971 △588 前受金の増減額（△は減少） 137,046 40,764 預り金の増減額（△は減少） 107,290 △26,269 その他の流動資産の増減額（△は増加） △109,760 △14,231 その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,098 △1,140 小計 △1,177,145 633,793 利息及び配当金の受取額 1,796 221 利息の支払額 △84,498 △36,541 法人税等の支払額 △481,060 △28,770 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,740,908 568,702 投資活動によるキャッシュ・フロー   定期預金の払戻による収入 7,200 － 定期預金の預入による支出 △2,400 △2,700 有形固定資産の取得による支出 △5,610 △11,887 無形固定資産の取得による支出 △469 － 投資有価証券の取得による支出 － △3,710 差入保証金の差入による支出 △14,490 △12,250 差入保証金の回収による収入 － 32,450 保険積立金の積立による支出 － △655 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,770 1,247 



（単位：千円）前第１四半期連結累計期間 (自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日) 当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日) 財務活動によるキャッシュ・フロー   担保差入定期預金の預入による支出 △100,000 － 短期借入れによる収入 1,988,000 150,000 短期借入金の返済による支出 △702,673 △206,000 長期借入れによる収入 － 67,700 長期借入金の返済による支出 △226,627 △763,029 社債の償還による支出 △48,000 △48,000 配当金の支払額 △71,456 △15,312 少数株主からの払込みによる収入 － 11,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 839,242 △803,641 現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 △61 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △917,465 △233,753 現金及び現金同等物の期首残高 1,601,366 1,139,197 現金及び現金同等物の四半期末残高 683,901 905,444 



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

    

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容は次の通りであります。 

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲、新築分譲マンションの買取再販（リセ

                 ール）  

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介 

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ 

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等 

３．会計方針の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第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。これによる営業損益に与える影響はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９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重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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重要な在外支店は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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産分譲 

事業 
（千円） 

不動産 
販売代理
事業 

（千円） 

不動産ソリ
ューション

事業 
（千円） 

その他事業 
（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 
 587,056  21,145  738,509  42,149  1,388,860  －  1,388,860

(2）

 

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  58,845  －  2,486  61,332 (61,332)  －

  計  587,056  79,991  738,509  44,635  1,450,192 (61,332)  1,388,860

 
営業利益又は営業

損失（△） 
 △50,296  △109,971  41,173  23,188  △95,906 (149,082)  △244,988

  
不動産分譲 

事業 
（千円） 

不動産 
販売代理
事業 

（千円） 

不動産ソリ
ューション

事業 
（千円） 

その他事業 
（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 
 1,510,339  191,664  418,683  46,680  2,167,366  －  2,167,366

(2）

 

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  55,689  －  1,876  57,566 (57,566)  －

  計  1,510,339  247,354  418,683  48,557  2,224,933 (57,566)  2,167,366

 
営業利益又は営業

損失（△） 
 32,106  89,521  △13,472  21,095  129,250 (58,526)  70,724

〔所在地別セグメント情報〕



  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。   

〔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



該当事項はありません。 

  

６．その他の情報




