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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 9,601 △15.2 △799 ― △943 ― △791 ―

22年6月期第1四半期 11,328 15.5 △462 ― △622 ― △359 ―

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6月期第1四半期 △29.66 ―

22年6月期第1四半期 △13.28 ―

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6月期第1四半期 41,523 6,717 15.4 240.51
22年6月期 44,251 7,557 16.4 272.16

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  6,414百万円 22年6月期  7,258百万円

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  
 

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6月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00

23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

2.00 ― 3.00 5.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

21,067 11.4 △1,464 ― △1,822 ― △1,133 ― △42.49

通期 55,940 △15.0 2,300 29.5 1,610 47.2 700 6.0 26.25
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(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 

（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きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関す
る定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年6月期1Q  28,839,000株 22年6月期  28,839,000株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  2,169,358株 22年6月期  2,169,358株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q  26,669,642株 22年6月期1Q  26,831,502株
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（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におけるわが国経済は、新興国を中心とした世界経済の回復に牽引され、外需産業を

中心に本格的な回復の動きがみられたものの、米国や中国経済の減速に加えて、夏場以降の急激な円高進行によ

り、輸出企業を中心に業績悪化の懸念が強まり、回復力が弱まりつつあります。また、個人消費については、失業

率が５％台で高止まりするなど、依然として先行きが不透明な経済環境が続いています。  

 このような状況の中で、当社グループは主力である新築分譲マンション事業において収益改善に努めるととも

に、新たな収益源の確保を目的として、将来性の高い事業への投資を積極的に進めてまいりました。平成22年８月

には、マンションへの高圧一括受電による割安な電力提供サービスと住宅設備のリースサービスを目的とし、新会

社「あなぶきパワー＆リース株式会社」を設立いたしました。また、同月より、賃貸中の区分所有マンションを当

社で取得し、家賃収入を得たうえで、空室となった時点で売却益を得るというフローとストック両方での収益確保

を目的とした中古マンションの買取再販事業をスタートいたしました。 

 また、人材サービス関連事業におきましては、人材派遣に大きく依存した事業構造を転換し、収益を改善するた

め、アウトソーシング事業の強化などの施策に取り組みました。また、専門26業務などを除いて登録型派遣を原則

禁止とする労働者派遣法改正案の議論が活発化するなかで、当社グループが営んでいる人材派遣の大半が専門26業

務に該当する現状を踏まえて、不振が続く人材派遣事業の立直しにも努めました。               

 当第１四半期連結会計期間における売上高は 百万円（前年同期比15.2％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。  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 不動産関連事業 

 不動産関連事業におきましては、都心部を中心に在庫調整が進んだことに加えて、住宅取得促進税制等の後押

しもあり、一次取得者層の購買意欲が高まったことで、新たに販売を開始した新築分譲マンションを中心に好調

に推移いたしました。当第１四半期連結会計期間における新築分譲マンションにつきましては、契約戸数は635

戸（前年同期比65.8％増）と四半期ベースで過去 多の契約戸数となりました。また、売上計上となる建物の竣

工が第３四半期及び第４四半期連結会計期間に集中するため、売上戸数は263戸（同19.1％減）となりました。 

 この結果、不動産関連事業の売上高は6,633百万円（同20.0％減）、営業損失は876百万円（前年同期は営業損

失589百万円）となりました。 

② 人材サービス関連事業 

 人材サービス関連事業におきましては、依然として厳しい経営環境が続いておりますが、企業収益の改善を背

景に、人材派遣や人材紹介に需要回復の兆しが見られ、本店がある四国を中心に持ち直しの動きが見られまし

た。 

 この結果、人材サービス関連事業の売上高は1,451百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は24百万円（同

8.2％減）となりました。 

③ 施設運営事業 

 施設運営事業におきましては、売上高は1,123百万円（同0.5％減）、営業利益は46百万円（同23.8％減）とな

りました。 

④ その他事業 

 その他事業におきましては、売上高は393百万円（同6.3％増）、営業利益は3百万円（同91.8％減）となりま

した。 

  

  

  ※ 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。上記のセグメントごとの売上高に係る前年同四半期比は、ご参考のために記

載しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

9,601 799

462 943 622 791

359
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ2,727百万円減少し、41,523百万円となりました。これ

は主に、マンション事業における販売用不動産が3,274百万円減少したためであります。 

 負債は、前期末に比べ1,887百万円減少し、34,806百万円となりました。これは主に、マンション事業における

買掛金が5,376百万円減少したためであります。 

 純資産は、前期末に比べ839百万円減少し、6,717百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上に伴う

利益剰余金の減少844百万円によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日までの３ヶ月間）における現金及び現金同

等物（以下「資金」という）の期末残高は、7,941百万円となり、前期末に比べ1,999百万円減少しました。 

 当第１四半期連結累計期間（３ヶ月間）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。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は、4,972百万円（前年同四半期は12,131

百万円の使用）となりました。これは主にマンション事業における仕入債務の減少によるものであります。  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は、729百万円（前年同四半期は155百万円

の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は、3,702百万円（前年同四半期は6,485百

万円の獲得）となりました。これは主にマンション事業にかかる資金の借入によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月期（第２四半期連結累計期間及び通期）の連結業績予想は、本資料の発表日現在、平成22年８月11

日付「平成22年６月期 決算短信」にて公表しました数値から変更はありません。  

  

（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 

 会計処理基準に関する事項の変更 

 （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、営業損失及び経常損失がそれぞれ880千円増加、税金等調整前四半期純損失が17,914千円増加

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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,991,640 8,949,693

受取手形及び売掛金 830,049 895,024

有価証券 － 1,000,000

販売用不動産 9,713,436 12,987,781

仕掛販売用不動産 13,405,755 11,743,725

その他のたな卸資産 91,058 87,411

繰延税金資産 689,095 308,907

その他 750,218 745,092

貸倒引当金 △18,076 △22,024

流動資産合計 33,453,178 36,695,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,929,225 2,426,216

機械装置及び運搬具（純額） 43,161 30,538

土地 3,293,000 3,362,414

建設仮勘定 1,600 57,260

その他（純額） 460,108 417,984

有形固定資産合計 6,727,094 6,294,415

無形固定資産   

のれん 72,000 78,000

その他 86,044 96,807

無形固定資産合計 158,044 174,807

投資その他の資産   

投資有価証券 147,690 147,543

繰延税金資産 281,780 244,635

その他 779,006 716,779

貸倒引当金 △23,036 △22,458

投資その他の資産合計 1,185,441 1,086,499

固定資産合計 8,070,580 7,555,722

資産合計 41,523,759 44,251,334
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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９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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,157,790 7,534,481

短期借入金 12,635,326 8,625,448

1年内償還予定の社債 80,000 －

1年内返済予定の長期借入金 6,550,472 7,568,104

未払法人税等 49,406 226,282

賞与引当金 158,367 310,348

前受金 1,780,379 975,832

その他 1,255,972 2,083,405

流動負債合計 24,667,714 27,323,901

固定負債   

社債 290,000 120,000

長期借入金 8,953,245 8,449,810

退職給付引当金 521,947 516,319

役員退職慰労引当金 73,044 73,044

その他 300,434 211,083

固定負債合計 10,138,670 9,370,257

負債合計 34,806,384 36,694,159

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 5,291,201 6,135,546

自己株式 △443,935 △443,935

株主資本合計 6,424,344 7,268,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,149 △10,300

評価・換算差額等合計 △10,149 △10,300

少数株主持分 303,179 298,786

純資産合計 6,717,374 7,557,175

負債純資産合計 41,523,759 44,251,334
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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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,328,969 9,601,636

売上原価 9,320,080 8,021,704

売上総利益 2,008,889 1,579,931

販売費及び一般管理費 2,471,418 2,379,170

営業損失（△） △462,529 △799,238

営業外収益   

受取利息 3,479 2,310

受取配当金 2,055 2,034

還付加算金 5,595 39

その他 11,662 11,747

営業外収益合計 22,793 16,132

営業外費用   

支払利息 176,190 145,203

その他 6,320 15,334

営業外費用合計 182,510 160,537

経常損失（△） △622,247 △943,644

特別利益   

固定資産売却益 3,647 －

貸倒引当金戻入額 836 1,250

債務保証損失引当金戻入額 1,637 973

償却債権取立益 3,543 4,322

その他 － 727

特別利益合計 9,665 7,272

特別損失   

固定資産売却損 － 137,678

固定資産除却損 883 111

投資有価証券評価損 1,103 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,059

ＰＣＢ処理費用 － 57,700

その他 － 702

特別損失合計 1,987 213,251

税金等調整前四半期純損失（△） △614,568 △1,149,622

法人税、住民税及び事業税 102,817 54,042

法人税等調整額 △366,185 △417,052

法人税等合計 △263,367 △363,010

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △786,612

少数株主利益 8,228 4,393

四半期純損失（△） △359,429 △791,005
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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７月１日 至平成21年９月30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・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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 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〕 

 海外売上高がないため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

  
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 
 8,292,165  1,538,328  1,128,679  369,796  11,328,969  －  11,328,969

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 34,237  5,795  3,134  66,723  109,891  (109,891)  －

計  8,326,403  1,544,123  1,131,814  436,519  11,438,861  (109,891)  11,328,969

営業利益又は営業損失

（△） 
 △589,190  27,163  60,392  39,072  △462,562  33  △462,529
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〔セグメント情報〕  

① 報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社は、「不動産関連事業」、「人材サービス関連事業」、「施設運営事業」及び「その他事業」の４つを報

告セグメントとしております。 

 「不動産関連事業」は、マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注及び不動産賃貸・駐車場経営を行ってお

ります。「人材サービス関連事業」は、人材派遣、アウトソーシング、人材紹介、再就職支援及びＩＴ関連事業

等を行っております。「施設運営事業」は、ホテル・ゴルフ場等の施設運営を行っております。「その他事業」

は、旅行手配、旅行販売及び広告代理等を行っております。 

  

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７月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：千円）

 （注）調整額は、セグメント間取引の消去であります。 

  

③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主要な

内容（差異調整に関する事項） 

 該当事項はありません。 

   

④ 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。  

  

 該当事項はありません。 

  

  
不動産関連

事業 
人材サービ
ス関連事業 施設運営事業 その他事業 合 計 調整額 

（注） 

四半期連結損
益計算書計上

額 

売上高                                          

外部顧客への売上高  6,633,552  1,451,430  1,123,520  393,133  9,601,636  －  9,601,636

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 32,441  5,258  2,890  67,056  107,647  (107,647)  －

計  6,665,994  1,456,689  1,126,411  460,189  9,709,284  (107,647)  9,601,636

セグメント利益又は損失（△）  △876,676  24,930  46,036  3,200  △802,508  3,270  △799,238

（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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販売及び契約の状況 

 当第１四半期連結会計期間の販売（売上）実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、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22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22年３月21日）を適用しており、対前年同四半期比は同基準に準拠し算定したものを参考として記載しておりま

す。  

 （注）１．本表の金額には、消費税は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

《不動産関連事業》 

 マンションの分譲事業における地域別契約戸数は、次のとおりであります。 

《人材サービス関連事業》 

 人材サービス関連事業の地域別売上高は、次のとおりであります。 

４．補足情報

セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

不動産関連事業（千円）  6,633,552  80.0

人材サービス関連事業（千円）  1,451,430  94.4

施設運営事業（千円）  1,123,520  99.5

その他事業（千円）  393,133  106.3

合計（千円）  9,601,636  84.8

地域 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

契約戸数（戸） 割合（％） 契約戸数（戸） 割合（％）

四国  99  25.9  194  30.6

中国  82  21.4  198  31.2

近畿  48  12.5  92  14.5

九州  148  38.6  147  23.1

その他  6  1.6  4  0.6

合計  383  100.0  635  100.0

地域 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高（千円） 割合（％） 売上高（千円） 割合（％）

四国  780,925  50.8  755,728  52.1

中国  286,769  18.6  247,337  17.0

近畿  122,290  7.9  127,313  8.8

中部  94,742  6.2  75,303  5.2

関東  253,599  16.5  245,746  16.9

合計  1,538,328  100.0  1,451,430  100.0
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《施設運営事業》 

 施設運営事業の種類別売上高は、次のとおりであります。 

事業の種類 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高（千円） 割合（％） 売上高（千円） 割合（％）

ホテル事業  412,745  36.6  439,019  39.1

施設運営受託事業  649,959  57.6  632,822  56.3

ゴルフ事業  65,975  5.8  51,677  4.6

合計  1,128,679  100.0  1,123,520  100.0
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