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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 1,845 △85.5 251 △91.9 △132 ― △106 ―

21年9月期第2四半期 12,718 ― 3,107 ― 2,480 ― 51 ―

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9月期第2四半期 △407.58 ―

21年9月期第2四半期 196.42 ―

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9月期第2四半期 45,831 15,402 33.6 58,862.41
21年9月期 42,716 15,679 36.7 59,921.50

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  15,402百万円 21年9月期  15,679百万円

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9月期 ― 0.00 ― 250.00 250.00

22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 200.00 200.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 8,026 △54.2 1,125 △69.3 368 △86.1 213 23.9 817.07
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
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) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第2四半期 267,808株 21年9月期  267,808株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  6,144株 21年9月期  6,144株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第2四半期 261,664株 21年9月期第2四半期 264,112株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 当第２四半期累計期間(平成21年10月1日～平成22年３月31日)におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆し

が見られるものの、企業収益や雇用・所得環境等は依然として厳しい状況にあります。 

 当社の属する不動産業界におきましては、急激な信用収縮により慎重であった金融機関の融資姿勢の変化に伴い不

動産投資に明るい兆しがみられるもの、マーケット全般の先行き見通しは不透明な状況にあります。 

 このような事業環境下、総合不動産業としての安定性を構築するため、選択と集中により投資事業から賃貸部門に

経営資源を投入しテナントリーシング業務に注力しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高1,845百万円（前年同期比85.5％減）、経常損失132百万

円（前年同期は経常利益2,480百万円）、四半期純損失106百万円（前年同期は四半期純利益51百万円）となりまし

た。 

 当第２四半期累計期間の事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 （不動産投資事業） 

 当第２四半期累計期間は当初予定していた販売用不動産の売上計上が第３四半期以降に持ち越しとなったことによ

り、売上高は257百万円（前年同期比97.7％減）、売上総利益は129百万円（同95.9％減）となりました。  

 （賃貸事業）  

 前期末に販売用不動産から固定資産に振替えたことによる賃料収入の増加、既存ビルのテナントリーシング強化に

よる稼働率の向上等により賃料収入が増加しました。売上高は1,587百万円（前年同期比22.6％増）、売上総利益は

526百万円（同23.0％増）となりました。  

  

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第２四半期会計期間末におきましては、総資産は、前事業年度末の42,716百万円から45,831百万円と3,114百万

円増加しました。これは主に、現金及び預金が1,343百万円、土地が778百万円及び建物が739百万円減少したもの

の、横浜プラザビルの竣工等によりたな卸資産が5,951百万円増加したことによるものです。  

 総負債は、前事業年度末の27,037百万円から30,429百万円と3,391百万円増加しました。これは主に、長期借入金

が2,258百万円（１年以内含む）、営業未払金が746百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、前事業年度末の15,679百万円から15,402百万円と277百万円減少しました。これは主に、前期末配当金

65百万円、四半期純損失106百万円及び繰延ヘッジ損益の減少105百万円によるものです。 

  

[キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等] 

 当第２四半期累計期間におきましては、現金及び現金同等物の四半期期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが4,678百万円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローが1,272百万円の収入超過、財務活動によるキャ

ッシュ・フローが2,061百万円の収入超過となったことにより、期首より1,345百万円減少し、3,865百万円となりま

した。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,678百万円の支出超過（前年同四半期は8,597百万円の収入超過）となり

ました。これは主に、仕入債務の増加額746百万円があったものの、たな卸資産の増加額5,951百万円があったことに

よるものです。 

（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、1,272百万円の収入超過（前年同四半期は101百万円の収入超過）となりま

した。これは主に、有形固定資産の売却による収入1,372百万円があったことによるものです。 

（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、2,061百万円の収入超過（前年同四半期は10,867百万円の支出超過）とな

りました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,615百万円及び社債の償還による支出399百万円があったもの

の、長期借入れによる収入5,874百万円及び社債の発行による収入191百万円があったことによるものです。 

  

 平成21年11月10日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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（簡便な会計処理）  

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。   

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、事業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。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整

額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,927,207 5,270,898

営業未収入金 38,861 527,992

販売用不動産 16,259,752 5,247,800

仕掛販売用不動産 881,193 5,941,912

その他 694,721 209,412

貸倒引当金 △188 △226

流動資産合計 21,801,547 17,197,790

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 10,198,783 10,937,826

土地 11,983,800 12,762,466

その他（純額） 174,650 196,206

有形固定資産合計 22,357,234 23,896,498

無形固定資産 756,131 757,438

投資その他の資産 916,497 865,059

固定資産合計 24,029,864 25,518,996

資産合計 45,831,411 42,716,786

負債の部   

流動負債   

営業未払金 824,441 77,610

短期借入金 112,000 36,000

1年内返済予定の長期借入金 3,802,726 3,722,760

1年内償還予定の社債 1,555,500 1,122,500

未払法人税等 11,600 85,803

賞与引当金 20,773 20,825

その他 560,303 471,416

流動負債合計 6,887,345 5,536,915

固定負債   

社債 1,197,750 1,830,500

長期借入金 19,741,784 17,563,180

退職給付引当金 19,447 17,240

受入敷金保証金 2,348,440 2,032,349

その他 234,471 57,301

固定負債合計 23,541,893 21,500,571

負債合計 30,429,239 27,037,486
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,969,192 4,969,192

資本剰余金 5,099,179 5,099,179

利益剰余金 5,711,896 5,883,961

自己株式 △239,053 △239,053

株主資本合計 15,541,214 15,713,279

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △139,041 △33,979

評価・換算差額等合計 △139,041 △33,979

純資産合計 15,402,172 15,679,299

負債純資産合計 45,831,411 42,716,786
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 12,718,818 1,845,280

売上原価 9,155,727 1,189,344

売上総利益 3,563,091 655,935

販売費及び一般管理費 455,431 404,805

営業利益 3,107,659 251,130

営業外収益   

受取利息 6,453 1,573

雑収入 2,563 2,018

営業外収益合計 9,017 3,591

営業外費用   

支払利息 342,504 276,789

資金調達費用 263,525 90,299

雑損失 30,359 20,478

営業外費用合計 636,388 387,567

経常利益又は経常損失（△） 2,480,287 △132,845

特別利益   

固定資産売却益 148,305 －

貸倒引当金戻入額 26 38

特別利益合計 148,331 38

特別損失   

固定資産売却損 － 51,241

たな卸資産評価損 2,544,942 －

特別損失合計 2,544,942 51,241

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 83,676 △184,049

法人税等 31,800 △77,400

四半期純利益又は四半期純損失（△） 51,876 △106,649
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

83,676 △184,049

減価償却費 161,431 260,528

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,301 △51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,199 2,207

受取利息及び受取配当金 △6,453 △1,573

支払利息 342,504 276,789

固定資産売却損益（△は益） △148,305 51,241

たな卸資産評価損 3,252,996 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,834 489,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,415,489 △5,951,232

仕入債務の増減額（△は減少） △38,215 746,830

その他 △205,686 △11,914

小計 8,889,746 △4,322,130

利息及び配当金の受取額 6,453 1,573

利息の支払額 △339,486 △288,922

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 40,327 △69,431

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,597,041 △4,678,912

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △2,000

有形固定資産の取得による支出 △751,533 △112,650

有形固定資産の売却による収入 882,640 1,372,000

無形固定資産の取得による支出 △37,383 －

その他 8,213 14,850

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,936 1,272,199

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,358,000 76,000

長期借入れによる収入 3,387,000 5,874,000

長期借入金の返済による支出 △12,189,114 △3,615,428

社債の発行による収入 583,450 191,882

社債の償還による支出 △854,500 △399,750

自己株式の取得による支出 △39,370 －

配当金の支払額 △396,673 △65,682

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,867,207 2,061,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,168,229 △1,345,690

現金及び現金同等物の期首残高 8,166,244 5,210,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,998,015 3,865,207
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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