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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12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6月期第2四半期 19,611 3.7 △1,059 ― △1,357 ― △1,033 ―

22年6月期第2四半期 18,911 △3.9 △1,183 ― △1,514 ― △880 ―

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2四半期 △38.74 ―

22年6月期第2四半期 △32.62 ―

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2四半期 43,320 6,492 14.3 231.56
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2四半期  6,175百万円 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 ― 2.00

23年6月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（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

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2Q  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2Q  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2Q  26,669,642株 22年6月期2Q  26,990,540株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日の６ヶ月間）におけるわが国経済は、世界

的な経済危機の影響が薄らいできたことで、国内景気も持ち直しの動きが見られました。また、住宅業界におきま

しても、市場全体の在庫調整が進んだことから、都心部を中心に需要の回復の動きが見られ、比較的好調に推移し

ました。しかしながら、円高による為替リスクや雇用のミスマッチなど依然として不透明な経済環境下にあり、注

視すべき状況が続いております。 

 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、平成22年８月よりスタートした中古マンショ

ン買取再販事業におきましては、主な取引対象となる「築10年以降物件」かつ「賃貸借契約付き物件」という条件

に合う中古マンションを西日本の主要都市を中心として積極的に取得活動を行い、一定期間の家賃収入と退去後の

売却益を得るという新しいビジネスモデルの構築に取り組んでまいりました。 

 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、主力の人材派遣業は、当社グループが本店

を置く四国地域では、期末にかけて派遣労働者数が前年同月実績を上回るなど、持ち直しの動きが顕著になってき

ました。 

 当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）における売上高は 百万円（前年同期比3.7％増）、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。これは、新築マンションの引渡による売上

計上が第３四半期及び第４四半期連結会計期間に集中するためであります。そのため、当社グループの当第２四半

期連結累計期間における売上高進捗率は、平成23年６月期の連結業績予想に対し35.1％（前年同期は28.7％）とな

っておりますが、業績予想における当第２四半期連結累計期間の計画とほぼ同水準で推移しております。 

 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、主力である新築分譲マンション事業において、当社の事業エリアでの需給バ

ランスの改善に加え、税制や住宅ローンの金利優遇など政策面での効果によって個人の住宅購買意欲が後押しさ

れ、多くのエリアで販売状況が好転いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間における新築分譲マンションの販売状況につきましては、契約戸数は1,250戸（前

年同期858戸）と第２四半期累計ベースで過去 多の契約戸数となりました。また、売上戸数は545戸（同491

戸）となりました。 

 この結果、不動産関連事業の売上高は13,643百万円（前年同期比6.1％増）、営業損失は1,203百万円（前年同

期は営業損失1,415百万円）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、主力の人材派遣事業において安定収益の確保に努める一方で、アウト

ソーシング事業を新たな収益の柱に育てるべく、積極的な営業活動を展開しました。 

 この結果、人材サービス関連事業の売上高は2,920百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は49百万円（同

42.8％増）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2,200百万円（同1.4％減）、営業利益は65百万円（同40.5％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847百万円（同5.8％増）、営業利益は22百万円（同73.5％減）となりま

した。 

  

  

  ※ 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

19,611 1,059

1,183 1,357 1,514

1,033 880
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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２四半期連結累計期間末の総資産は、前期末に比べ930百万円減少し、43,320百万円となりました。これは

主に、マンション事業における販売用不動産が5,664百万円減少したためであります。 

 負債は、前期末に比べ133百万円増加し、36,827百万円となりました。これは主に、マンション事業における前

受金が1,315百万円増加したためであります。 

 純資産は、前期末に比べ1,064百万円減少し、6,492百万円となりました。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1,086百万円によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日までの６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、8,362百万円となり、前期末に比べ1,578百万円減少しました。 

 当第２四半期連結累計期間（６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２四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、4,595百万円（前年同四半期は12,024

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増加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２四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、451百万円（前年同四半期は136百万円

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２四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、3,468百万円（前年同四半期は5,847百

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） 

 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1,293千円増加、税金等調整前四半期純損失が18,352千円増

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２四半期連結会計期間末
(平成22年12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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,400,470 8,949,693

受取手形及び売掛金 807,898 895,024

有価証券 － 1,000,000

販売用不動産 7,322,886 12,987,781

仕掛販売用不動産 15,800,549 11,743,725

その他のたな卸資産 114,763 87,411

繰延税金資産 910,931 308,907

その他 664,724 745,092

貸倒引当金 △18,055 △22,024

流動資産合計 34,004,168 36,695,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,774,803 2,426,216

機械装置及び運搬具（純額） 35,769 30,538

土地 3,686,717 3,362,414

建設仮勘定 1,600 57,260

その他（純額） 430,864 417,984

有形固定資産合計 7,929,755 6,294,415

無形固定資産   

のれん 66,000 78,000

その他 81,520 96,807

無形固定資産合計 147,520 174,807

投資その他の資産   

投資有価証券 153,803 147,543

繰延税金資産 304,205 244,635

その他 803,916 716,779

貸倒引当金 △23,022 △22,458

投資その他の資産合計 1,238,902 1,086,499

固定資産合計 9,316,178 7,555,722

資産合計 43,320,347 44,251,334
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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12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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,686,949 7,534,481

短期借入金 11,100,844 8,625,448

1年内償還予定の社債 113,400 －

1年内返済予定の長期借入金 9,041,787 7,568,104

未払法人税等 76,368 226,282

賞与引当金 363,123 310,348

前受金 2,291,531 975,832

その他 1,216,636 2,083,405

流動負債合計 27,890,639 27,323,901

固定負債   

社債 486,600 120,000

長期借入金 7,541,886 8,449,810

退職給付引当金 526,001 516,319

役員退職慰労引当金 73,044 73,044

その他 309,701 211,083

固定負債合計 8,937,232 9,370,257

負債合計 36,827,872 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 5,049,144 6,135,546

自己株式 △443,935 △443,935

株主資本合計 6,182,286 7,268,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,731 △10,300

評価・換算差額等合計 △6,731 △10,300

少数株主持分 316,919 298,786

純資産合計 6,492,474 7,557,175

負債純資産合計 43,320,347 44,251,334
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 18,911,481 19,611,682

売上原価 15,378,583 15,865,524

売上総利益 3,532,897 3,746,158

販売費及び一般管理費 4,716,046 4,805,549

営業損失（△） △1,183,148 △1,059,391

営業外収益   

受取利息 4,459 3,081

受取配当金 2,268 2,040

受取手数料 4,036 4,479

保険返戻益 3,751 5,040

還付加算金 22,569 183

その他 16,332 12,550

営業外収益合計 53,418 27,376

営業外費用   

支払利息 372,675 298,753

その他 11,847 27,178

営業外費用合計 384,522 325,931

経常損失（△） △1,514,252 △1,357,946

特別利益   

固定資産売却益 3,647 －

貸倒引当金戻入額 1,689 1,359

債務保証損失引当金戻入額 2,334 1,675

償却債権取立益 7,782 7,403

その他 － 727

特別利益合計 15,454 11,166

特別損失   

固定資産売却損 － 169,133

固定資産除却損 1,088 3,966

投資有価証券評価損 1,240 －

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 2,328 248,561

税金等調整前四半期純損失（△） △1,501,126 △1,595,342

法人税、住民税及び事業税 182,733 83,219

法人税等調整額 △813,873 △663,631

法人税等合計 △631,140 △580,411

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,014,930

少数株主利益 10,372 18,132

四半期純損失（△） △880,358 △1,033,063
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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10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,582,511 10,010,045

売上原価 6,058,502 7,843,819

売上総利益 1,524,008 2,166,226

販売費及び一般管理費 2,245,580 2,426,379

営業損失（△） △721,571 △260,152

営業外収益   

受取利息 980 770

受取配当金 212 5

受取手数料 3,979 3,856

保険返戻益 3,198 4,794

還付加算金 16,973 143

その他 5,358 1,673

営業外収益合計 30,702 11,243

営業外費用   

支払利息 196,484 153,549

その他 5,604 11,844

営業外費用合計 202,089 165,393

経常損失（△） △892,958 △414,302

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,805 109

債務保証損失引当金戻入額 696 701

償却債権取立益 4,239 3,081

特別利益合計 6,741 3,893

特別損失   

固定資産売却損 － 31,455

固定資産除却損 204 3,854

投資有価証券評価損 136 －

特別損失合計 341 35,309

税金等調整前四半期純損失（△） △886,557 △445,719

法人税、住民税及び事業税 79,915 29,177

法人税等調整額 △447,688 △246,578

法人税等合計 △367,772 △217,401

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △228,317

少数株主利益 2,144 13,739

四半期純損失（△） △520,929 △242,057
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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２四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年12月31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  12,855,448  3,023,387  2,232,393  800,251  18,911,481  －  18,911,481

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 68,643  11,002  5,114  129,270  214,031 (214,031)  －

計  12,924,092  3,034,389  2,237,508  929,522  19,125,512 (214,031)  18,911,481

営業利益又は営業損失（△）  △1,415,081  34,924  110,786  85,831  △1,183,539  390  △1,183,148
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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２四半期連結累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年12月31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） 

 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  13,643,942  2,920,223  2,200,456  847,061  19,611,682  －  19,611,682

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 70,981  10,560  5,294  129,523  216,359  (216,359)  －

計  13,714,923  2,930,783  2,205,750  976,584  19,828,042  (216,359)  19,611,682

セグメント利益又は損失（△）  △1,203,047  49,861  65,871  22,775  △1,064,539  5,147  △1,059,391

（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２四半期連結累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日の６ヶ月間）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、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、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２四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

前年同四半期比（％）

不動産関連事業（千円）  13,643,942  106.1

人材サービス関連事業（千円）  2,920,223  96.6

施設運営事業（千円）  2,200,456  98.6

その他事業（千円）  847,061  105.8

合計（千円）  19,611,682  103.7

地域 

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

契約戸数（戸） 割合（％） 契約戸数（戸） 割合（％）

四国  255  29.7  379  30.3

中国  215  25.1  393  31.5

近畿  82  9.5  189  15.1

九州  300  35.0  278  22.2

その他  6  0.7  11  0.9

合計  858  100.0  1,250  100.0

地域 

前第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

売上高（千円） 割合（％） 売上高（千円） 割合（％）

四国  1,530,856  50.7  1,551,580  53.1

中国  560,318  18.5  490,242  16.8

近畿  251,681  8.3  254,505  8.7

中部  184,284  6.1  145,581  5.0

関東  496,245  16.4  478,312  16.4

合計  3,023,387  100.0  2,920,223  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２四半期連結累計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

売上高（千円） 割合（％） 売上高（千円） 割合（％）

ホテル事業  929,930  41.7  932,610  42.4

施設運営受託事業  1,167,296  52.3  1,157,273  52.6

ゴルフ事業  135,167  6.0  110,572  5.0

合計  2,232,393  100.0  2,200,456  100.0
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