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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21年12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 ％

22年6月期第2四半期 18,911 △3.9 △1,183 ― △1,514 ― △880 ―

21年6月期第2四半期 19,685 ― △497 ― △894 ― △490 ―

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2四半期 △32.62 ―

21年6月期第2四半期 △17.68 ―

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2四半期 49,361 6,067 11.7 216.45
21年6月期 56,881 7,090 12.0 251.15

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  5,772百万円 21年6月期  6,806百万円

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00

22年6月期 ― 2.00

22年6月期 
（予想）

― 2.00 4.00

3.  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 70,118 4.8 2,298 7.2 1,439 9.5 720 △19.8 26.57
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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  

(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  無  

(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、３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 

 本資料及び添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に 
係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後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。 

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） 22年6月期第2四半期 28,839,000株 21年6月期  28,839,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  2,168,365株 21年6月期  1,738,865株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 26,990,540株 21年6月期第2四半期 27,733,526株

－ 2 －



 当第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日の６ヶ月間）におけるわが国経済は、世界的

な景気低迷による急激な需要減退については和らぐ兆しがみられるものの、企業の設備や雇用に対する過剰感は根強

いうえ、円高等の不透明な経済環境が深刻化してきており、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループは、進出エリアの不動産市場において勝ち組となるべく、引き続き既存の分

譲マンション事業を中心に経営資源を集中して収益力及び販売の強化に努めるとともに、競合他社との差別化を推進

してまいりました。平成21年７月には、「楽々堅実生活」をコンセプトとする当社５つ目のブランド「アルファスマ

ート」の販売を愛媛県松山市と香川県高松市に、また、10月より広島県呉市において相次いでスタートさせました。

また、かねてより検討を進めておりました高齢者向け賃貸マンションの事業化につきましても、第１号物件となる

「アルファリビング百間町」を香川県高松市の中心部において事業化をスタートさせました。それに関連して、平成

21年10月には、高齢者を対象としたワークショップを開催し、設備や入居者サービスなどについての聞き取り調査を

行いました。当社では、分譲マンションの市場規模が縮小していく中で、高齢者向けビジネスについては一定の需要

が見込めることから、今後も西日本の主要都市において同様のマンションを展開していく予定です。なお、株式会社

穴吹工務店（※現在は資本関係、債務保証等の重要な契約の締結及び人的交流等の関係はありません）が平成21年11

月に会社更生法を申請したことによる風評被害などの影響は見られず、新築分譲マンションの販売についても堅調に

推移いたしました。 

 また、人材サービス関連事業におきましては、役員・従業員が一体となった地域密着型の粘り強い営業活動を展開

し、事務職派遣が大半を占める主力の人材派遣事業において安定収益の確保に努める一方、新たな成長機会の獲得を

めざして、医療機関などへの各種人材サービスへの提案にも注力しました。 

 当第２四半期連結累計期間（６ヶ月間）における売上高は 百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失 百

万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常損失 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純損失

百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）となりました。これは、新築マンションの引渡による売上計上が第３

及び第４四半期連結会計期間に集中するためであります。そのため、当社グループの当第２四半期連結累計期間にお

ける売上高進捗率は、平成22年６月期の連結業績予想に対し27.0％（前年同期は27.6％）となっておりますが、分譲

マンションの契約戸数等は当第２四半期連結累計期間の計画とほぼ同水準で推移しております。  

 なお、不動産関連事業における新築分譲マンションにつきましては、契約戸数につき858戸（前年同期比165戸

増）、売上戸数につき491戸（同101戸増）となりました。 

  

  

  当第２四半期連結累計期間におきましては、平成21年６月期の第４四半期連結会計期間の竣工物件の工事代金等の

支払いが多かったため、平成21年６月期末より現預金及び買掛金が減少したことにより、総資産は49,361百万円とな

っております。   

  

 当第２四半期連結累計期間の営業状況は計画とほぼ同水準で推移しており、売上高、経常利益及び当期純利益につ

きましては、平成21年８月12日公表の業績予想に変更はございません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 連結の範囲に関する事項の変更 

 （会計方針の変更） 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の決定に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。これによる当第２四半期連結累

計期間の四半期連結財務諸表への影響はありません。  

  

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

18,911 1,183

497 1,514 894 880

490

２．連結財政状態に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年12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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,595,284 13,853,806

受取手形及び売掛金 812,080 1,030,389

販売用不動産 10,411,404 14,819,805

仕掛販売用不動産 21,631,540 17,821,231

その他のたな卸資産 102,675 84,060

繰延税金資産 1,154,078 333,422

その他 658,770 1,768,070

貸倒引当金 △14,640 △12,499

流動資産合計 42,351,192 49,698,287

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,150,107 2,241,190

機械装置及び運搬具（純額） 37,004 40,730

土地 3,296,593 3,317,722

建設仮勘定 54,044 53,742

その他（純額） 437,372 457,845

有形固定資産合計 5,975,121 6,111,230

無形固定資産   

のれん 90,513 103,026

その他 105,866 117,769

無形固定資産合計 196,379 220,795

投資その他の資産   

投資有価証券 157,410 162,071

繰延税金資産 149,195 154,122

その他 548,226 554,286

貸倒引当金 △16,470 △19,251

投資その他の資産合計 838,362 851,229

固定資産合計 7,009,863 7,183,256

資産合計 49,361,056 56,881,543
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年12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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,481,227 14,852,758

短期借入金 13,120,300 10,022,000

1年内返済予定の長期借入金 11,589,829 6,891,284

未払法人税等 174,782 185,165

賞与引当金 318,161 311,486

前受金 2,044,049 1,333,252

その他 1,204,057 2,029,650

流動負債合計 30,932,408 35,625,597

固定負債   

長期借入金 11,664,931 13,464,883

退職給付引当金 462,751 456,453

役員退職慰労引当金 73,044 73,044

その他 160,599 171,370

固定負債合計 12,361,325 14,165,751

負債合計 43,293,733 49,791,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 755,794 755,794

資本剰余金 821,283 821,283

利益剰余金 4,647,862 5,609,521

自己株式 △443,786 △375,199

株主資本合計 5,781,153 6,811,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,303 △5,303

評価・換算差額等合計 △8,303 △5,303

少数株主持分 294,471 284,098

純資産合計 6,067,322 7,090,195

負債純資産合計 49,361,056 56,881,543

穴吹興産㈱（8928）平成22年６月期 第２四半期決算短信

－ 5 －



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,685,122 18,911,481

売上原価 15,311,223 15,378,583

売上総利益 4,373,898 3,532,897

販売費及び一般管理費 4,871,881 4,716,046

営業損失（△） △497,983 △1,183,148

営業外収益   

受取利息 8,543 4,459

受取配当金 3,260 2,268

還付加算金 － 22,569

その他 20,334 24,120

営業外収益合計 32,138 53,418

営業外費用   

支払利息 405,234 372,675

その他 23,488 11,847

営業外費用合計 428,723 384,522

経常損失（△） △894,567 △1,514,252

特別利益   

固定資産売却益 28,657 3,647

貸倒引当金戻入額 298 1,689

債務保証損失引当金戻入額 7,199 2,334

償却債権取立益 2,498 7,782

その他 1,162 －

特別利益合計 39,815 15,454

特別損失   

固定資産売却損 31,972 －

固定資産除却損 29,537 1,088

投資有価証券評価損 1,368 1,240

その他 2,058 －

特別損失合計 64,936 2,328

税金等調整前四半期純損失（△） △919,687 △1,501,126

法人税、住民税及び事業税 35,446 182,733

法人税等調整額 △460,210 △813,873

法人税等合計 △424,763 △631,140

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,458 10,372

四半期純損失（△） △490,465 △880,358
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。 

不動産関連事業…………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸・売買仲介、駐車場経営

人材サービス関連事業…人材派遣及び有料職業紹介 

施設運営事業……………ホテル・ゴルフ場等施設運営 

その他事業………………旅行手配、旅行販売、広告代理、損害保険代理 

 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がないため、該当事項はありません。  

  

 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産関連
事業 
（千円） 

人材サービ
ス関連事業 
（千円） 

施設運営事
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  13,052,252  3,712,318  2,170,304  750,247  19,685,122  －  19,685,122

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 52,956  10,902  4,916  113,397  182,172 (182,172)  －

計  13,105,208  3,723,220  2,175,221  863,644  19,867,295 (182,172)  19,685,122

営業利益又は営業損失（△）  △602,699  △11,755  68,963  44,715  △500,775  2,792  △497,983

  
不動産関連
事業 
（千円） 

人材サービ
ス関連事業 
（千円） 

施設運営事
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  12,855,448  3,023,387  2,232,393  800,251  18,911,481  －  18,911,481

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 68,643  11,002  5,114  129,270  214,031 (214,031)  －

計  12,924,092  3,034,389  2,237,508  929,522  19,125,512 (214,031)  18,911,481

営業利益又は営業損失（△）  △1,415,081  34,924  110,786  85,831  △1,183,539  390  △1,183,148

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）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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