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1.  平成23年7月期第1四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成22年10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 ％

23年7月期第1四半期 6,498 37.2 71 △56.3 △14 ― 5 △69.6
22年7月期第1四半期 4,735 ― 162 ― 8 ― 16 ―

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7月期第1四半期 0.52 ―
22年7月期第1四半期 1.72 ―

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7月期第1四半期 12,633 1,322 10.2 133.88
22年7月期 18,465 1,328 7.0 134.29

（参考） 自己資本  23年7月期第1四半期  1,293百万円 22年7月期  1,297百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年7月期 ―
23年7月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31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)

9,860 △4.8 180 △50.4 40 △62.3 10 △95.0 1.03

通期 12,000 △16.1 500 ― 170 ― 100 ― 10.35



(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  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 

（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きが実施中です。 

※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「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」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 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7月期1Q 9,661,000株 22年7月期 9,661,000株
② 期末自己株式数 23年7月期1Q 359株 22年7月期 359株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期1Q 9,660,641株 22年7月期1Q 9,660,722株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果などを反映して一部に景

気の持ち直しの兆しがみられるものの、急激な円高や中国との外交問題、依然として続く厳しい所得・

雇用情勢を背景に、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループが属しております不動産業界においては、金融及び事業環境に一部改善の兆しがみられ

るものの、全体的市況の回復はなお時間を要すものと思われます。 

このような事業環境下、当社グループは、平成22年10月に中期経営計画『TAKE OFF 2015』を策定

し、当期はその初年度として、フィービジネスの拡大、エコロジー・コンサルティング事業、早期の資

金回転率を可能とする事業・省資金型事業を中心に企業価値最大化に向け、全役職員一丸となり取り組

んでおります。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は64億98百万円（前年同四半期比37.2％増）、

営業利益71百万円（前年同四半期比56.3％減）、経常損失14百万円（前年同四半期は８百万円の利

益）、当期純利益５百万円（前年同四半期比69.6％減）となりました。 

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

  
〔 不動産分譲事業 〕 

不動産分譲事業においては、外断熱工法を採用しハイスペックな設備を備えた当社最大級の開発

プロジェクト「エコロジー木場公園プロセンチュリー」（東京都江東区）を売却した他、岩本町計

画の事業主たる地位の一部売却、中古マンションリニューアル分譲等を行いました。その結果、売

上高は58億96百万円、セグメント損失は18百万円となりました。 

  
〔 不動産賃貸事業 〕 

不動産賃貸事業においては、「エコロジー木場公園プロセンチュリー」「エコロジー東陽町プロ

センチュリー」他の賃料収入と「エコロジー豊洲プロセンチュリー」他のプロパティーマネージメ

ント報酬等により、売上高は４億78百万円、セグメント利益は82百万円となりました。 

  
〔 不動産仲介事業 〕 

不動産仲介事業においては、大型不動産他の仲介等により、売上高は81百万円、セグメント利益

は70百万円となりました。 

  
〔 そ の 他 事 業 〕 

その他事業につきましては、エコロジー・コンサルティング報酬、工事監理料等により、売上高

は47百万円、セグメント利益は28百万円となりました。 

  

【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における総資産は、前連結会計年度末に比べ、58億32百万円減少し、

126億33百万円となりました。主に物件の売却により、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が合計で54

億68百万円減少したことによるものです。 

また、負債においては、前連結会計年度末に比べ58億26百万円減少し、113億10百万円となりまし

た。これは主に物件売却による返済等により短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が合計で56

億90百万円減少したことによるものです。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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純資産においては、前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、13億22百万円となりました。なお、

自己資本比率においては、前連結会計年度末より3.2ポイント増加し、10.2％となりました。 

  
【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４億12百万円増加し、４億97百万円となりました。 

  
〔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、主にたな卸資産が54億68百万円減少したことから、54億22

百万円の収入（前年同四半期は14億35百万円の収入）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、０百万円の資金の支出（前年同四半期は１百万円の支出）

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、借入金の返済等により50億９百万円の資金の支出（前年同

四半期は17億26百万円の支出）となりました。 

  

平成23年7月期第２四半期連結累計期間業績予想につきましては、平成22年12月６日に発表いたしま

した「仕掛販売用不動産の持分譲渡ならびに平成23年７月期第２四半期連結累計期間業績予想の修正に

関するお知らせ」に記載のとおり、売上高98億60百万円、営業利益１億80百万円、経常利益40百万円、

四半期純利益は10百万円となる見通しであります。 

 売上高は、平成24年７月期以降に予定しておりました仕掛販売用不動産の持分譲渡による譲渡価額を

計上することと中古マンションリニューアル分譲事業において販売が好調に推移し引渡戸数が増加した

ことを主な原因とし、前回発表を33億60百万円上回る見込みであります。なお、その売却に伴う販売関

係費が売却益と同額程度となる予定のため、営業利益、経常利益、四半期純利益につきましては現時点

において変更はありません。 

 なお、平成23年７月期の通期連結業績予想につきましては変更ございません。 

  

【連結業績予想】                              

 
 連結業績予想は、当社が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、実際の業績等は、業況

の変化等により、予想数値と異なる場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示

してまいります。 
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

第２四半期連結累計期間 9,860 180 40 10

通         期 12,000 500 170 100
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該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒引当金を算定してお 

ります。 

  

定率法を採用している資産については、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想やタックス・プランニングを利用する方法によってお 

ります。 

  

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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

当社グループは前連結会計年度においては、売上高の著しい減少及び２期連続営業損失を計上して

いること等、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループといたしましては当該事象を解消すべく、不動産分譲事業において回転率の早い中古

マンションリニューアル分譲事業や戸建・タウンハウス開発といった新規事業の推進、不動産賃貸事

業における賃貸収入、及びプロパティーマネージメント報酬、不動産仲介事業における仲介手数料収

入、その他事業におけるエコロジー・コンサルティング報酬やその他不動産に関するコンサルティン

グ報酬にて収益の確保に努めてまいります。 

一方、費用面では前々連結会計年度からの経費削減効果が一定以上の効果を表しており、販売費及

び一般管理費については、前連結会計年度と比較して20％の削減を計画しています。さらには有利子

負債残高が前連結会計年度末と比較して大幅に削減され、収益構造の改善が期待されることから営業

利益、経常利益ともに黒字化を実現する見込みであります。 

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないものと判断しておりますの

で、財務諸表の「継続企業の前提に関する事項」の注記には記載をしておりません。 

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

① 一般債権の貸倒引当金の算定方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 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１四半期連結会計期間末
(平成22年10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22年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 511,164 791,902

売掛金 29,699 21,255

販売用不動産 2,795,073 7,895,304

仕掛販売用不動産 7,034,647 7,403,326

未収還付法人税等 200,604 200,604

その他 221,582 269,094

貸倒引当金 △2,880 △3,684

流動資産合計 10,789,892 16,577,802

固定資産

有形固定資産 846,555 851,463

無形固定資産 42,094 45,213

投資その他の資産

その他 1,096,478 1,132,455

貸倒引当金 △141,919 △141,510

投資その他の資産合計 954,558 990,945

固定資産合計 1,843,208 1,887,623

資産合計 12,633,100 18,465,426

負債の部

流動負債

買掛金 79,293 131,100

短期借入金 134,758 5,083,758

1年内返済予定の長期借入金 9,934,393 10,675,699

1年内償還予定の社債 25,000 25,000

未払法人税等 45,076 27,460

その他 455,330 530,948

流動負債合計 10,673,851 16,473,966

固定負債

社債 12,500 25,000

その他 623,999 638,083

固定負債合計 636,499 663,083

負債合計 11,310,351 17,137,050
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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10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22年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,286,636 2,286,636

資本剰余金 2,476,626 2,476,626

利益剰余金 △3,454,452 △3,459,499

自己株式 △485 △485

株主資本合計 1,308,324 1,303,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △14,992 △5,912

評価・換算差額等合計 △14,992 △5,912

新株予約権 29,417 31,010

純資産合計 1,322,749 1,328,375

負債純資産合計 12,633,100 18,465,426
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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８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

売上高 4,735,582 6,498,749

売上原価 4,002,225 6,246,151

売上総利益 733,357 252,597

販売費及び一般管理費 570,499 181,441

営業利益 162,857 71,156

営業外収益

受取利息 11,686 123

違約金収入 － 5,084

その他 2,869 1,190

営業外収益合計 14,555 6,399

営業外費用

支払利息 159,020 89,301

その他 9,704 2,826

営業外費用合計 168,724 92,127

経常利益又は経常損失（△） 8,688 △14,572

特別利益

債務消滅益 － 44,000

損害賠償収入 28,030 13,837

その他 1,930 1,988

特別利益合計 29,961 59,825

特別損失

固定資産除却損 7,830 －

早期退職関連費用 13,265 －

その他 246 －

特別損失合計 21,342 －

税金等調整前四半期純利益 17,307 45,253

法人税、住民税及び事業税 1,602 42,139

法人税等調整額 △899 △1,933

法人税等合計 702 40,206

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,046

四半期純利益 16,605 5,046
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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８月１日
至 平成21年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10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 17,307 45,253

減価償却費 9,431 9,248

貸倒引当金の増減額（△は減少） △585 △395

受取利息及び受取配当金 △11,686 △123

支払利息 159,020 89,301

売上債権の増減額（△は増加） 3,961 △8,443

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,007,117 5,468,779

仕入債務の増減額（△は減少） △687,087 △51,807

その他 68,054 △18,389

小計 1,565,534 5,533,424

利息及び配当金の受取額 712 123

利息の支払額 △155,335 △87,359

法人税等の支払額 △3,524 △23,888

賠償金の受取額 28,030 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,435,417 5,422,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,398 △311

貸付金の回収による収入 － 102

その他 101 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,296 △208

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） △720,689 △4,949,000

長期借入金の返済による支出 △1,472,922 △741,305

配当金の支払額 △50 △25

預金の担保による純増減額 466,910 693,656

社債の償還による支出 － △12,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,726,752 △5,009,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,630 412,918

現金及び現金同等物の期首残高 439,692 84,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 147,061 497,164
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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８月１日 至 平成21年10月31日) 

 
(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。 

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。 

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。 

その他事業：上記事業に付随して発生する業務。 
  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 
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。 
  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 
当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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、製品・サービスの内容等が概ね類似している各個別事業を集約し、「不動産分譲事業」

「不動産賃貸事業」「不動産仲介事業」「その他事業」の４つを報告セグメントとしております。 

  

 各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。 

  不動産分譲事業・・・・・共同事業及び自社単独によるマンション分譲等 

  不動産賃貸事業・・・・・住宅、事務所及び店舗等の賃貸 

  不動産仲介事業・・・・・不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業 

  その他事業・・・・・・・上記事業に付随して発生する業務 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【 事業の種類別セグメント情報 】

不動産 
分譲事業 
(千円)

不動産 
賃貸事業 
(千円)

不動産 
仲介事業 
(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

4,130,660 553,185 13,949 37,786 4,735,582 ― 4,735,582

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は 
    振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 4,130,660 553,185 13,949 37,786 4,735,582 ― 4,735,582

営業利益 141,611 128,933 6,736 31,286 308,567 (145,710) 162,857

【 所在地別セグメント情報 】

【 海外売上高 】

【セグメント情報】
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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８月１日 至 平成22年10月31日) 

                                           （単位：千円） 

 
 （注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△91,964千円は、セグメント間取引消去△3,729千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△88,234千円であります。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．セグメント利益又はセグメント損失（△）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。 

  

(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。 

  

 当社に対する訴訟の提起について 

株式会社みずほ銀行（以下「原告」という）は、当社及び株式会社シティクルーズが共同して実施

した「天満１丁目マンション共同事業」において株式会社シティクルーズが原告に対して負担する貸

金債務について、原告の請求により当社が第三者弁済することを約したと主張した上で、株式会社シ

ティクルーズの返済が見込めないと判断し、平成20年12月３日付にて、当社に対し、弁済を請求しま

した。 

 しかしながら、当社は、原告の抵当権実行の前に第三者弁済の機会を与えられたものであり、債務

保証をした事実はないため、原告に対し、弁済しない旨回答しておりましたが、原告がそれを不服と

して、当社を相手方として、平成22年６月21日付(平成22年７月14日付一部取下げ）で当該貸金元本

残高の支払を求める旨の訴訟提起がなされております。 

現在、管轄裁判所について、当社の申立が認容され大阪高等裁判所において東京地方裁判所への移

送の決定がなされたことから口頭弁論期日を迎えておらず、上記記載内容から状況の変動はございま

せん。 

当社といたしましては、本訴訟の中で当社の正当性を主張して適切に対応してまいる所存です。 

報告セグメント

その他
（注）1

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２

不動産 
分譲事業

不動産 
賃貸事業

不動産 
仲介事業

その他事業 計

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

5,896,194 475,523 81,313 45,718 6,498,749 0 6,498,749

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

0 2,600 0 1,495 4,095 （4,095） 0

計 5,896,194 478,123 81,313 47,213 6,502,845 (4,095) 6,498,749

セグメント利益       
又はセグメント損失(△)

△18,282 82,693 70,655 28,055 163,120 (91,964) 71,156

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) その他注記情報
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