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1. 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日）

 (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２四半期 8,015 △11.8 △38 ─ △234 ─ 156 ─

21年12月期第２四半期 9,092 50.8 △843 ─ △1,140 ─ △1,144 ─

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２四半期 6 96 ─

21年12月期第２四半期 △50 90 ─

 (2) 連結財政状態

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２四半期 33,000 543 1.6 24 17

 21年12月期 39,164 386 1.0 17 21

(参考) 自己資本 22年12月期第２四半期 543百万円  21年12月期 386百万円

2. 配当の状況

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

 21年12月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

 22年12月期 ─ 0 00

 22年12月期(予想) ─ 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

通期 16,000 △26.3 150 ─ △200 ─ 200 ─ 8 90



 

 
（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いませ

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大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  新規 ─ 社 (社名）           、除外 ─ 社 (社名)

（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 ： 有

（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 ： 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２Ｑ 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２Ｑ 29,651株 21年12月期 28,711株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 22,483,929株 21年12月期２Ｑ 22,486,968株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）における我が国経済は、景気回復

の動きが徐々に鮮明になってきているものの、欧州における信用不安が為替や株式相場等へ影響を及ぼし

ており、足元の景況感は依然不安定な状況にあるといえます。また企業業績においては徐々に改善の兆し

が現れておりますが、依然設備投資が低水準に留まっていることや失業率の高止まりが継続していること

などの不安材料も少なくなく、本格的な景気回復を実感するには至っておりません。 

 分譲マンション市場におきましては、契約率に若干改善の兆しがみられるものの、景気の回復が遅れる

中で顧客の購買傾向においては依然低価格志向が強く、在庫処分による価格調整局面が継続するととも

に、新規発売戸数も低水準で推移しており、本格的な市況の回復には当分時間を要するものと思われま

す。 

 このような状況のもと、引続き販売体制の強化による完成在庫の早期完売に注力するとともに、人件費

および一般管理費等のコスト削減に取組み、収益の確保ならびに財務体質の改善に努めてまいりました。

 その一環として、グループ全体の効率的な人員配置による自社物件の販売促進および販売代理事業の強

化に向けて、販売部門を連結子会社のアーバンライフ住宅販売株式会社に移管いたしました。また財務体

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。なお、グループ内での人員の効率的配置等の合

理化策の実施ならびに退職給付債務の計算方法を変更したことから、退職給付費用として特別損失に４千

６百万円を計上しております。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高80億１千５百万円（前年同期比11.8％

減）、営業損失３千８百万円（前年同期は営業損失８億４千３百万円）、経常損失２億３千４百万円（前

年同期は経常損失11億４千万円）、四半期純利益１億５千６百万円（前年同期は四半期純損失11億４千４

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、なんばグランドマスターズタワー（大阪府）が竣工、引渡しを行うと

ともに、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70億１千２百万円（前年同期比14.5％減）、営

業損失は９千６百万円（前年同期は営業損失７億９千２百万円）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４億２千２百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益は１億２千８百万円（前年同期比26.9％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、販売受託物件の販売手数料及び売買仲介手数料の増加により、売

上高は３億６千２百万円（前年同期比23.4％増）、営業利益は６千万円（前年同期比53.2％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２億１千８百万円（前

年同期比6.2％増）、営業利益は４千６百万円（前年同期比1.9％減）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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①財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は330億円（前連結会計年度末比61億６千３百万円減）となり

ました。流動資産は、たな卸資産の減少等により272億５千９百万円（同57億２千７百万円減）、固定

資産は、本社移転に伴う設備の除却、関係会社株式の売却等により57億４千１百万円（同４億３千６百

万円減）となりました。 

 負債につきましては、流動負債が仕入債務の減少、預り金の減少、移転関連費用引当金の減少等によ

り、288億９千７百万円（同60億６千１百万円減）、固定負債が長期借入金の減少や退職給付引当金の

減少等により35億５千９百万円（同２億５千８百万円減）となりました。 

 また、純資産は四半期純利益の計上により５億４千３百万円（同１億５千６百万円増）となり、その

結果、自己資本比率は1.6％（同0.6ポイント増）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四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８千９百万円増加し、12億４千９百万円となりました。 

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、９億３千万円（前年同期は13億１千１百万円の支出）となりまし

た。これは、主にたな卸資産の減少51億９千６百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少49

億１千７百万円、預り金の減少12億２千９百万円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、10億２千５百万円（前年同期は６千７百万円の支出）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、定期預金の払戻による収入１億円

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） 

 財務活動により使用した資金は、４百万円（前年同期は５億２千８百万円の収入）となりました。こ

れは、主に短期借入れによる収入38億円、長期借入金の返済による支出38億４百万円によるものであり

ます。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成22年12月期の通期業績予想は、平成

22年８月10日に発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。 

  

(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
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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２四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。 

  

（退職給付引当金） 
当第２四半期連結会計期間において、グループ全体の効率的な人員配置による自社物件の販売促進

および販売代理事業の強化等を図るために、当社の販売部門をアーバンライフ住宅販売株式会社に移
管した結果、これに伴う転籍により、退職給付債務が著しく減少しましたので、「退職給付制度間の
移行等に関する会計処理（企業会計基準適用指針第1号）」に基づき、退職給付制度の一部終了に準
ずる処理を行い、これにより発生する損失を退職給付費用として、特別損失に37,946千円計上してお
ります。  
 また、当社は退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用しておりましたが、従業員の
減少により現在の従業員規模では、原則法によると合理的な数理計算上の見積りが困難となったた
め、当第２四半期連結会計期間より簡便法を採用することにいたしました。この変更に伴う退職給付
費用として、特別損失に8,137千円計上しております。 

  

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２四半期累計期間におい
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。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 追加情報

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,249,089 1,259,486

受取手形及び売掛金 164,350 149,123

有価証券 － 40,000

販売用不動産 15,821,585 19,813,725

仕掛販売用不動産 38,611 1,260,338

開発用不動産 9,658,884 9,641,087

その他 351,485 847,318

貸倒引当金 △24,495 △24,347

流動資産合計 27,259,510 32,986,733

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,577,405 1,620,363

土地 3,105,459 3,105,459

その他（純額） 36,956 33,086

有形固定資産合計 4,719,821 4,758,908

無形固定資産

借地権 243,286 243,286

その他 40,299 45,393

無形固定資産合計 283,585 288,679

投資その他の資産

投資有価証券 46,483 530,226

その他 691,213 599,745

投資その他の資産合計 737,696 1,129,971

固定資産合計 5,741,103 6,177,560

資産合計 33,000,614 39,164,294
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（単位：千円）

当第２四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21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 629,283 5,546,615

短期借入金 27,200,000 19,400,000

1年内返済予定の長期借入金 70,000 7,770,000

未払法人税等 12,566 14,611

前受金 270,773 294,007

預り金 279,900 1,509,657

移転関連費用引当金 10,366 77,312

その他 424,790 347,177

流動負債合計 28,897,681 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 279,007 409,150

繰延税金負債 603 637

その他 654,000 678,221

固定負債合計 3,559,611 3,818,009

負債合計 32,457,292 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 △2,758,206 △2,914,743

自己株式 △6,972 △6,903

株主資本合計 542,452 385,983

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 868 917

評価・換算差額等合計 868 917

純資産合計 543,321 386,901

負債純資産合計 33,000,614 39,164,294
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(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21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高

不動産売上高 8,205,134 7,012,011

その他の事業収入 887,832 1,003,635

売上高合計 9,092,966 8,015,646

売上原価

不動産売上原価 7,959,365 6,251,123

その他の事業原価 333,610 347,222

売上原価合計 8,292,975 6,598,346

売上総利益 799,990 1,417,300

販売費及び一般管理費 1,643,061 1,455,916

営業損失（△） △843,071 △38,615

営業外収益

受取利息 1,777 912

受取賃貸料 36,504 29,317

違約金収入 17,344 8,084

持分法による投資利益 － 2,252

その他 27,153 15,762

営業外収益合計 82,779 56,329

営業外費用

支払利息 336,533 239,037

その他 43,860 12,904

営業外費用合計 380,393 251,941

経常損失（△） △1,140,685 △234,226

特別利益

関係会社株式売却益 － 441,656

特別利益合計 － 441,656

特別損失

退職給付費用 － 46,083

特別損失合計 － 46,083

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（△）

△1,140,685 161,346

法人税、住民税及び事業税 3,799 4,809

法人税等合計 3,799 4,809

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,144,484 156,537
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（第２四半期連結会計期間）

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

不動産売上高 3,328,108 3,698,793

その他の事業収入 447,782 502,394

売上高合計 3,775,891 4,201,188

売上原価

不動産売上原価 3,380,310 3,253,683

その他の事業原価 160,212 155,635

売上原価合計 3,540,522 3,409,318

売上総利益 235,368 791,869

販売費及び一般管理費 783,917 756,677

営業利益又は営業損失（△） △548,549 35,192

営業外収益

受取利息 610 387

受取賃貸料 15,867 14,406

違約金収入 12,053 3,590

その他 20,952 8,411

営業外収益合計 49,484 26,795

営業外費用

支払利息 165,344 118,418

その他 39,794 5,248

営業外費用合計 205,138 123,667

経常損失（△） △704,204 △61,679

特別損失

退職給付費用 － 46,083

特別損失合計 － 46,083

税金等調整前四半期純損失（△） △704,204 △107,762

法人税、住民税及び事業税 1,899 2,137

法人税等合計 1,899 2,137

四半期純損失（△） △706,103 △109,900
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１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（△）

△1,140,685 161,346

減価償却費 40,533 40,394

引当金の増減額（△は減少） △38,564 △196,940

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 △1,777 △912

支払利息 336,533 239,037

持分法による投資損益（△は益） 1,995 △2,252

売上債権の増減額（△は増加） △4,447 △15,226

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,639,049 5,196,070

仕入債務の増減額（△は減少） △5,925,777 △4,917,331

信託受益権の増減額（△は増加） 1,677,689 －

その他 432,862 △739,523

小計 △982,589 △676,996

利息及び配当金の受取額 3,083 2,468

利息の支払額 △325,311 △248,551

法人税等の支払額 △6,644 △7,646

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,311,461 △930,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △50,000 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有価証券の償還による収入 － 40,000

投資有価証券の取得による支出 － △15,063

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 △17,429 △40,809

その他 128 120

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,300 1,025,248

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） 5,730,000 3,800,000

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 △8,000,000 △3,804,000

その他 △1,060 △919

財務活動によるキャッシュ・フロー 528,939 △4,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △849,822 89,603

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 1,102,477 1,249,089
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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21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30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
8,205,134 388,665 293,657 205,510 9,092,966 ― 9,092,966

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
─ 7,555 4,072 76,947 88,576 (88,576) ―

計 8,205,134 396,221 297,730 282,458 9,181,543 (88,576) 9,092,966

営業利益又は営業損失（△） △792,996 101,573 39,460 47,764 △604,198 (238,872) △843,071

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
7,012,011 422,951 362,485 218,197 8,015,646 ― 8,015,646

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
― 7,807 26,907 49,393 84,108 (84,108) ―

計 7,012,011 430,759 389,393 267,591 8,099,755 (84,108) 8,015,646

営業利益又は営業損失（△） △96,286 128,944 60,467 46,874 139,999 (178,615) △38,615
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 前第２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日)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２四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日)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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  ①契約及び契約残高の状況 
   イ 不動産販売事業の契約実績 

 
（注） 同業他社との共同事業契約分につきましては、その事業比率割合に応じた戸数（又は面積等）及び金額で計上 
    しております。 
   
   ロ 不動産販売事業の契約残高 

 
  

 
  

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) セグメント別売上実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期増減率(%)

不動産販売事業 7,012,011 87.5 △14.5

賃貸事業 422,951 5.3 8.8

販売代理・仲介事業 362,485 4.5 23.4

その他の事業 218,197 2.7 6.2

合計 8,015,646 100.0 △11.8

(2) 不動産販売事業の状況

区分

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日）

数量 金額（千円） 前年同期増減率(%)

中高層住宅 196戸 6,036,770 △43.1

土地 ─ ─ ─

合計 ─ 6,036,770 △43.1

区分

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日）

数量 金額（千円） 前年同期増減率(%)

中高層住宅 52戸 1,706,397 △73.7

土地 ─ ─ ─

合計 ─ 1,706,397 △73.7

 ②販売実績の状況

区分

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日  

  至 平成22年６月30日）

数量 金額（千円） 前年同期増減率(%)

中高層住宅 231戸 7,012,011 △14.5

土地 ─ ─ ─

合計 ─ 7,012,011 △14.5
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