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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 3,814 △28.3 △74 ― △172 ― 266 ―

21年12月期第1四半期 5,317 ― △302 ― △436 ― △438 ―

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12月期第1四半期 11.85 ―

21年12月期第1四半期 △19.49 ―

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12月期第1四半期 35,594 653 1.8 29.05
21年12月期 39,164 386 1.0 17.21

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  653百万円 21年12月期  386百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31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

11,200 23.2 170 ― 30 ― 30 ― 1.33

通期 20,000 △7.9 430 ― 100 ― 100 ― 4.45
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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  有  
（注）詳細は、5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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく
異なる結果となる可能性があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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12月期第1四半期 22,513,000株 21年12月期  22,513,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  28,851株 21年12月期  28,711株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 22,484,242株 21年12月期第1四半期 22,487,746株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア地域の内需に支えられた輸出産業を中心に企

業業績の改善や、政府の景気対策を受けて個人消費に回復の動きが見受けられるものの、企業の設備投資

は依然低水準で推移し、また雇用情勢にも改善の兆しが見られないことなど、先行き不透明な状況が継続

しております。 

 このような状況のもと、完成在庫の販売に注力し、人件費、一般管理費等のコスト削減に取り組み、収

益の確保ならびに財務基盤の安定化に努めました。 

 さらに財務体質の改善を図るため、持分法適用関連会社のアーバンサービス株式会社の全株式を売却

し、関係会社株式売却益４億４千１百万円を特別利益に計上しております。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の連結経営成績は、売上高38億１千４百万円（前年同期比28.3％

減）、営業損失７千４百万円（前年同期は営業損失３億２百万円）、経常損失１億７千２百万円（前年同

期は経常損失４億３千６百万円）、四半期純利益２億６千６百万円（前年同期は四半期純損失４億３千８

百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、つぎのとおりであります。 

①不動産販売事業 

 不動産販売事業におきましては、完成在庫の販売を促進するため、厳選した広告宣伝の実施やモデルル

ームの集客力の向上を図る一方、販売経費削減を積極的に推し進めた結果、売上高は33億１千３百万円

（前年同期比32.1％減）、営業損失は９千６百万円（前年同期は営業損失２億６千万円）となりました。

 ②賃貸事業 

 賃貸事業におきましては、入居者誘致活動の推進により既存物件の稼働率改善に努めた結果、賃貸収入

は２億１千２百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は６千１百万円（前年同期比15.2％増）となりま

した。 

 ③販売代理・仲介事業 

 販売代理・仲介事業におきましては、販売受託物件の引渡し及び売買仲介の手数料増加により、売上高

は１億７千１百万円（前年同期比21.3％増）、営業利益は３千１百万円（前年同期比84.6％増）となりま

した。 

 ④その他の事業 

 その他の事業におきましては、周辺ビジネスの拡大に努めた結果、その他収入は１億１千７百万円（前

年同期比13.0％増）、営業利益は２千万円（前年同期比13.6％増）となりました。 

  

（１）財政状態 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ35億６千９百万円減少し、355億

９千４百万円となりました。これは、主にたな卸資産の減少、関係会社株式の売却等によるものであり

ます。負債は、前連結会計年度末に比べ38億３千６百万円減少し、349億４千１百万円となりました。

これは、主に仕入債務の減少、預り金の減少等によるものであります。純資産は、前連結会計年度に比

べ２億６千６百万円増加し、６億５千３百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるも

のであります。 

・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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（２）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

年度末に比べ９百万円増加し、11億６千８百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は以下のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により使用した資金は、14億６千３百万円（前年同期比２億７千８百万円の増加）となりまし

た。これは、主にたな卸資産の減少29億７千４百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少32

億６千９百万円、預り金の減少10億７千１百万円等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） 

投資活動により得られた資金は、９億７千６百万円（前年同期は３百万円の支出）となりました。これ

は、主に関係会社株式の売却による収入９億４千１百万円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） 

財務活動により得られた資金は、４億９千５百万円（前年同期比１億２千３百万円の減少）となりまし

た。これは、主に短期借入れによる収入６億円、長期借入金の返済による支出１億４百万円によるもの

であります。 

  

第２四半期および通期の見通しにつきましては、現段階では先行き不透明な要素が多いため業績予想修

正を行わず、平成22年2月12日の決算発表時の業績予想数値を据え置くことといたします。今後業績予想

の変更が必要となった場合は、速やかに開示いたします。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 
・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・棚卸資産の評価方法 
棚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。 
・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関しては、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。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用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。 

  

当社グループは、前連結会計年度で２期連続して営業損失を計上し、当第１四半期においても営業損

失を計上いたしましたが、販売力強化により、完成在庫の早期完売に注力するとともに、有利子負債の

圧縮による金利負担の軽減と本社移転や組織再編によるスリム化等の徹底したコスト削減施策を推進し

ております。 

 今後、これらの施策による損益改善効果が見込まれる状況において、当社グループは継続企業の前提

に関する重要な不確実性は認められないものと考えており、引き続き更なるコスト削減と販売力の一層

の強化により財務基盤の安定化に努め、営業利益の確保を目指してまいります。 

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

(4)継続企業の前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年3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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,218,926 1,259,486

受取手形及び売掛金 171,671 149,123

有価証券 39,999 40,000

販売用不動産 16,823,025 19,813,725

仕掛販売用不動産 1,276,455 1,260,338

開発用不動産 9,641,087 9,641,087

その他 668,176 847,318

貸倒引当金 △26,970 △24,347

流動資産合計 29,812,371 32,986,733

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,608,696 1,620,363

土地 3,105,459 3,105,459

その他（純額） 37,138 33,086

有形固定資産合計 4,751,294 4,758,908

無形固定資産

借地権 243,286 243,286

その他 42,705 45,393

無形固定資産合計 285,991 288,679

投資その他の資産

投資有価証券 31,275 530,226

その他 713,565 599,745

投資その他の資産合計 744,840 1,129,971

固定資産合計 5,782,126 6,177,560

資産合計 35,594,498 39,164,294
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年3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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,277,377 5,546,615

短期借入金 20,000,000 19,400,000

1年内返済予定の長期借入金 7,770,000 7,770,000

未払法人税等 7,774 14,611

前受金 321,343 294,007

預り金 438,540 1,509,657

移転関連費用引当金 77,312 77,312

その他 414,672 347,177

流動負債合計 31,307,021 34,959,382

固定負債

長期借入金 2,626,000 2,730,000

退職給付引当金 349,150 409,150

繰延税金負債 567 637

その他 658,526 678,221

固定負債合計 3,634,244 3,818,009

負債合計 34,941,266 38,777,392

純資産の部

株主資本

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 307,631 307,631

利益剰余金 △2,648,305 △2,914,743

自己株式 △6,909 △6,903

株主資本合計 652,415 385,983

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 816 917

評価・換算差額等合計 816 917

純資産合計 653,232 386,901

負債純資産合計 35,594,498 39,164,294
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(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21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

不動産売上高 4,877,025 3,313,217

その他の事業収入 440,049 501,240

売上高合計 5,317,075 3,814,458

売上原価

不動産売上原価 4,579,054 2,997,440

その他の事業原価 173,398 191,587

売上原価合計 4,752,452 3,189,027

売上総利益 564,622 625,430

販売費及び一般管理費 866,734 699,634

営業損失（△） △302,111 △74,203

営業外収益

受取利息 1,166 524

受取賃貸料 20,636 14,910

持分法による投資利益 － 2,252

その他 19,924 12,241

営業外収益合計 41,727 29,929

営業外費用

支払利息 171,188 120,618

その他 4,909 7,655

営業外費用合計 176,097 128,273

経常損失（△） △436,481 △172,547

特別利益

関係会社株式売却益 － 441,656

特別利益合計 － 441,656

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（△）

△436,481 269,109

法人税、住民税及び事業税 1,899 2,671

法人税等合計 1,899 2,671

四半期純利益又は四半期純損失（△） △438,380 266,437
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１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（△）

△436,481 269,109

減価償却費 20,078 20,140

引当金の増減額（△は減少） △22,086 △57,376

関係会社株式売却損益（△は益） － △441,656

受取利息及び受取配当金 △1,166 △524

支払利息 171,188 120,618

持分法による投資損益（△は益） △842 △2,252

売上債権の増減額（△は増加） △561 △22,547

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,087,852 2,974,583

仕入債務の増減額（△は減少） △2,910,819 △3,269,238

信託受益権の増減額（△は増加） 387,278 －

その他 △352,120 △992,981

小計 △1,057,681 △1,402,125

利息及び配当金の受取額 2,613 2,006

利息の支払額 △123,408 △55,768

法人税等の支払額 △6,660 △7,615

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,185,136 △1,463,502

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 － 50,000

関係会社株式の売却による収入 － 941,000

固定資産の取得による支出 △3,240 △14,084

その他 △104 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,344 976,992

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） 820,000 600,000

長期借入れによる収入 2,800,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,000,000 △104,000

その他 △124 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー 619,875 495,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568,605 9,440

現金及び現金同等物の期首残高 1,952,300 1,159,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,383,694 1,168,926
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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21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な内容 

   事業区分は、事業内容を勘案して、下記のとおり分類いたしました。 

   (1) 不動産販売  ……中高層集合住宅・ビル及び店舗の開発及び分譲等 

   (2) 賃貸     ……住宅・店舗及び駐車場の賃貸 

   (3) 販売代理・仲介……分譲マンション等の販売受託及び売買賃貸斡旋業務 

   (4) その他    ……分譲マンションに係る付帯事業等 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な内容 

   事業区分は、事業内容を勘案して、下記のとおり分類いたしました。 

   (1) 不動産販売  ……中高層集合住宅・ビル及び店舗の開発及び分譲等 

   (2) 賃貸     ……住宅・店舗及び駐車場の賃貸 

   (3) 販売代理・仲介……分譲マンション等の販売受託及び売買賃貸斡旋業務 

   (4) その他    ……分譲マンションに係る付帯事業等 

  

(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〕

不動産販売 

（千円）

賃貸 

（千円）

販売代理・ 

仲介 

（千円）

その他 

（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
4,877,025 194,631 141,659 103,758 5,317,075 ― 5,317,075

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 6,381 2,252 34,773 43,407 (43,407) ―

計 4,877,025 201,012 143,912 138,531 5,360,482 （43,407) 5,317,075

営業利益又は営業損失（△） △260,443 53,267 17,089 18,374 △171,711 (130,399) △302,111

不動産販売 

（千円）

賃貸 

（千円）

販売代理・ 

仲介 

（千円）

その他 

（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
3,313,217 212,181 171,835 117,224 3,814,458 ― 3,814,458

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 3,664 777 34,957 39,398 (39,398) ―

計 3,313,217 215,845 172,612 152,181 3,853,856 (39,398) 3,814,458

営業利益又は営業損失（△） △96,925 61,342 31,550 20,879 16,846 (91,050) △74,203
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、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22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、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21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 当第１四半期連結累計期間において、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22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 当第１四半期連結累計期間において、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。 

  
  
  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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
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