
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた
   め記載しておりません。  
  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  857  31.3  42  －  15  －  △34  －

22年3月期第１四半期  653  －  △172  －  △188  －  △189  －

  
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 

23年3月期第１四半期  △1,390  43  －

22年3月期第１四半期  △7,585  57  －

  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 

23年3月期第１四半期  6,760  1,742  25.6  69,459  49

22年3月期  7,999  1,776  22.1  70,849  91

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 1,733百万円 22年3月期 1,768百万円

  
年間配当金  

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 

22年3月期  －   0 00 － 0 00  0  00

23年3月期  －  

23年3月期（予想）  0 00 － 0 00  0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  －  －  －  －  －  －  －  －  －  －

通期  5,800  3.3  320  88.9  170  142.0  75  169.0  3,004  57



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 24,962株 22年3月期 24,962株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ －株 22年3月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 24,962株 22年3月期１Ｑ 24,962株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

   

   

       

       

       

       

       

       

       

       

- 1 -

SBIライフリビング㈱　(8998)　平成23年３月期　第１四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、個人消費の持ち直

しや企業収益の改善等に代表される動きから改善傾向にはあるものの、失業率が高い水準にある等、依然として厳

しい状況にあります。 

当社グループが属する住宅不動産市場は、本格的な回復傾向にはないものの、首都圏を中心とした限定エリアに

おいては、一部に不動産取引において活発な兆しが見られます。 

 また、前連結会計年度より参入した国内のインターネットを介した消費者向けＥＣ市場は、経済産業省「平成21

年度電子商取引に関する市場調査」によると、2009年の市場規模は6.7兆円であり、前年比10.0％増となっておりま

す。国内のインターネット広告市場においては、電通「日本の広告費」2010年２月によると市場拡大は鈍化傾向に

あるものの、新聞媒体を超える市場に成長しており他の媒体と比較してもそのプレゼンスは高まっております。 

 このような環境の下、当社グループは、不動産関連事業及び建築関連事業において、完成物件の売却等を図って

まいりました。一方インターネットメディア事業は、既存サイトの積極的なプロモーション活動等を行い、主要６

サイトにおける総取引件数は、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）において約10 

万件を超え、平成22年６月度の月間総ユニーク・ユーザー数は約380万人、月間総ページビューは約3,800万ページ

ビューとなり、順調に推移しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は857百万円（前年同期比31.3％増）、営業利益42百万

円（前年同期比215百万円改善）、経常利益15百万円（前年同期比204百万円改善）となっております。四半期純損

失は、固定資産除却損２百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額６百万円を特別損失に計上し、繰延税

金資産の一部取り崩し等により法人税等調整額が40百万円発生したことで、34百万円（前年同期比154百万円改

善）となっております。 

（注）主要６サイトとは、「生活ガイド.com」、「ＳＢＩ不動産ガイド」、「引越し達人セレクト」、「ＡＬＬ格 

安航空券比較」、「チケット流通センター」、「ムスビー」。 

  

  事業の種類別セグメントの概況は、次の通りであります。 

（不動産関連事業） 

当事業部門におきましては、前連結会計年度下期以降、首都圏の限定エリアにおける不動産市場は回復傾向にあ

り、当社グループにおいても、当四半期より新規開発用地の取得を本格化し、来期以降を見据えた戦略的なたな卸

資産の積み上げに向けて活動を行っております。また、子会社ＳＢＩプランナーズ（株）においては決算期越えの

完成物件の売却活動にも注力してまいりました。その結果、同事業部門全体の売上高は184百万円（前年同期比

29.9％減）、営業損失は22百万円（前年同期比86百万円改善）となりました。 

（建築関連事業） 

  当事業部門におきましては、子会社ＳＢＩプランナーズ（株）において、東海地区を中心に地主や富裕層にアプ

ローチした受注活動を積極的に行っており、当第１四半期連結会計期間においても複数の受注を獲得しておりま

す。その結果、建築請負により、同事業部門全体の売上高は345百万円（前年同期比11.8％減）、営業損失は21百万

円（前年同期比38百万円改善）となりました。 

（インターネットメディア事業） 

 当事業部門におきましては、当社が運営するＥＣ仲介サイト「ムスビー」における「ケータイ★アウトレット」

が平成22年６月末現在、携帯端末掲載数が7,486件と国内 大級の中古携帯電話の仲介サイトに成長しております。

また、各種新サービスの提供に向けた開発にも注力し、既存サービスサイトのプロモーション同様、積極的に進め

ております。その結果、主に「チケット流通センター」や「ムスビー」などの仲介サービスの取引件数が堅調に推

移したことにより、同事業部門全体の売上高は327百万円、営業利益は137百万円となりました。 

（注）インターネットメディア事業につきましては、前連結会計年度第２四半期連結会計期間より「インターネッ

トメディア事業」として事業セグメントを新設したため、増減比較を行っておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円減）、負債は

百万円（前連結会計年度末比 百万円減）、純資産は 百万円（前連結会計年度末比 百万円減）と

なりました。資産の主な内訳は、販売用不動産及び仕掛不動産等のたな卸資産、並びにＳＢＩホールディングス

（株）からの事業の一部譲受けで発生したのれんであります。負債の主な内訳は、当該事業の一部譲受け決済に伴

う借入金及び不動産関連事業における開発用地取得に伴う借入金等であります。純資産につきましては、当第１四

半期純損失の計上による利益剰余金のマイナスにより減少しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

6,760 1,238

5,018 1,204 1,742 34

- 2 -

SBIライフリビング㈱　(8998)　平成23年３月期　第１四半期決算短信



② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが 百万

円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円増加しましたが、財務活動によるキャッシュ・フローが

百万円減少しました。これにより当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、 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・フローの状況と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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に不動産関連事業及び建築関連事業に係る営業未払金等の支出によ

り、 百万円の減少となりました。 

（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、主に短期貸付金の回収により、 百万円の増加となりました。 

（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、主に短期借入金の返済による支出により、 百万円の減少となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月27日公表の連結業績予想数値から変更はございません。 

668

36

541 1,311

668

36

541
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ392千円減少し、税金等調整前四半期純利益は6,620千円減少してお

ります。なおセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

（表示方法の変更） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,311,419 2,484,656

営業未収入金 114,365 107,671

未収入金 627,578 485,636

販売用不動産 1,414,957 1,554,925

仕掛不動産等 1,259,570 1,254,792

その他のたな卸資産 5,047 813

その他 164,670 173,466

貸倒引当金 △1,782 △1,740

流動資産合計 4,895,826 6,060,221

固定資産   

有形固定資産 399,314 396,523

無形固定資産   

のれん 934,964 947,266

その他 69,102 73,664

無形固定資産合計 1,004,066 1,020,930

投資その他の資産   

その他 463,582 524,103

貸倒引当金 △2,034 △2,034

投資その他の資産合計 461,548 522,069

固定資産合計 1,864,930 1,939,523

資産合計 6,760,756 7,999,745

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 528,675

営業未払金 287,322 544,961

短期借入金 4,088,004 4,629,649

未成工事受入金 66,943 121,726

預り金 390,204 219,160

その他 144,089 148,019

流動負債合計 4,976,564 6,192,192

固定負債   

完成工事補償引当金 7,915 9,470

製品保証引当金 6,517 6,517

資産除去債務 13,385 －

その他 14,198 14,681

固定負債合計 42,016 30,669

負債合計 5,018,580 6,222,861
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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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 491,300 491,300

資本剰余金 1,190,914 1,190,914

利益剰余金 51,633 86,341

株主資本合計 1,733,847 1,768,555

新株予約権 8,328 8,328

純資産合計 1,742,175 1,776,883

負債純資産合計 6,760,756 7,999,745
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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４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 653,151 857,783

売上原価 651,688 466,603

売上総利益 1,463 391,180

販売費及び一般管理費 173,771 348,316

営業利益又は営業損失（△） △172,308 42,863

営業外収益   

受取利息 2,185 39

受取手数料 － 222

その他 2,152 14

営業外収益合計 4,337 277

営業外費用   

支払利息 20,893 27,860

その他 － 10

営業外費用合計 20,893 27,870

経常利益又は経常損失（△） △188,863 15,269

特別損失   

固定資産除却損 － 2,459

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,228

特別損失合計 － 8,687

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（△）

△188,863 6,582

法人税、住民税及び事業税 487 608

法人税等調整額 － 40,681

法人税等合計 487 41,289

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △34,707

四半期純損失（△） △189,351 △34,707
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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４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△188,863 6,582

減価償却費 4,756 15,334

のれん償却額 － 12,302

長期前払費用償却額 1,070 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 171 42

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － △1,555

受取利息及び受取配当金 △2,189 △40

支払利息 20,893 27,860

金利スワップ評価損益（△は益） △677 －

固定資産除却損 － 2,459

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,228

売上債権の増減額（△は増加） 49,679 △6,693

たな卸資産の増減額（△は増加） 247,992 126,369

仕入債務の増減額（△は減少） △913,019 △786,313

前受金の増減額（△は減少） △40,552 △52,850

その他 48,874 △8,067

小計 △771,865 △658,340

利息及び配当金の受取額 75,052 1,167

利息の支払額 △12,884 △9,074

法人税等の支払額 △18,526 △2,340

営業活動によるキャッシュ・フロー △728,223 △668,587

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,095 △2,016

無形固定資産の取得による支出 － △2,293

差入保証金の差入による支出 － △186

差入保証金の回収による収入 7,223 530

貸付けによる支出 △200,000 －

貸付金の回収による収入 － 40,960

その他 1,075 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,796 36,995

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 1,416,000 1,179,749

短期借入金の返済による支出 △427,935 △1,721,394

長期借入金の返済による支出 △940,681 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,384 △541,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △873,635 △1,173,237

現金及び現金同等物の期首残高 1,419,244 2,484,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 545,608 1,311,419
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容     

     ① 不動産関連事業 

 投資用マンション及びホテル等の開発・販売事業、不動産に関する仲介・コンサルタント事業、保有不動

産に関する賃貸事業のほか、当社が行う、他のデベロッパーや土地所有者に対して物件開発にかかる企画設

計業務を提供する事業を主とした不動産開発に関する事業 

    ② 建築関連事業 

土地所有者に対する土地有効活用の提案から物件建築までの業務を主とした建築に関する事業   

   ３．会計処理の方法の変更 

 当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してお

ります。これにより当第１四半期連結累計期間の「建築関連事業」の売上高が104,140千円増加し、営業損失が

5,470千円減少しております。 

  

〔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21年４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。  

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４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。  

  

  

〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、「ライフスタイルにおける新しい価値創造」の経営理念のもと、日常生活に関わる広範囲の事

業分野において、先進的なサービスを提供することを事業目的としております。 

 したがって、当社グループの報告セグメントは、業種・サービス別に下記のとおり区分しております。 

  ① 不動産関連事業 

 投資用マンション等の開発・販売事業、不動産に関する仲介・コンサルタント事業のほか、物件開発にかか

る企画設計業務を提供する事業を主とした不動産開発に関する事業 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
不動産関連事業

（千円） 

建築関連事業 

（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  

   

      261,917

  

      391,234

   

     653,151

  

          －

      

     653,151

 (2）セグメント間の内部売上高 

     又は振替高 
     1,960       －      1,960        (1,960)            －

 計       263,877      391,234      655,111      (1,960)      653,151

 営業損失(△)      △109,632      △60,715     △170,348       (1,960)     △172,308
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  ② 建築関連事業 

土地所有者に対する土地有効活用の提案から物件建築までの業務を主とした建築に関する事業 

  ③ インターネットメディア事業 

 インターネットによるＥＣ・仲介サービスサイト及び比較・見積もりサービスサイト、並びに不動産・地域

ポータルサイトの運営に関する事業  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

                                            （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

 これに伴い、当第１四半期会計期間より、当社グループの管理部門に係る一般管理費を全社費用として処理するこ

とといたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、不動産関連事業、建築関連事業のセグメント損失が

それぞれ 千円、 千円減少し、インターネットメディア事業のセグメント利益が 千円増加しており

ます。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント 

調整額 

（注）１  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）２ 

不動産 

関連事業 

建築 

関連事業 

インターネット

メディア事業 
   計  

 売上高 

  外部顧客に対する売上高      184,991     345,020

   

     327,772      857,783       －       857,783

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
      －       －        －       －      －       － 

計       184,991       345,020       327,772      857,783           －      857,783

セグメント利益又は損失

（△） 
    △22,880     △21,924       137,903      93,099    △50,235      42,863

△50,235 4,082

△54,317

18,004 14,810 21,502

（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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