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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 14,562 △32.9 △142 ― △485 ― △118 ―

21年12月期 21,712 58.0 △2,548 ― △3,120 ― △3,204 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 △5.28 ― △36.3 △1.5 △1.0

21年12月期 △142.53 ― △161.1 △7.0 △11.7

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  2百万円 21年12月期  6百万円

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 27,709 267 1.0 11.91
21年12月期 39,164 386 1.0 17.21

（参考） 自己資本   22年12月期  267百万円 21年12月期  386百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 3,654 892 △4,601 1,105
21年12月期 7,413 △134 △8,071 1,159

2.  配当の状況 

（注）当社は平成23年3月25日開催予定の第41回定時株主総会にて「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期末日を現行の12月31日
から3月31日に変更することを予定しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

22年12月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）23年3月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については3ヵ月間（平成23年1月1日～平成23年3月31日）の予想数値を記載しております。
このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 
 なお参考資料といたしまして、決算期変更後の事業年度（平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日））の業績予想を3ページ「業績予想につ
いて」に掲載しておりますのでご覧ください。 

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 1,800 ― 10 ― △40 ― △50 ― △2.20
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」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 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 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  31,081株 21年12月期  28,711株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 13,400 △35.1 △492 ― △566 ― 116 ―

21年12月期 20,639 63.2 △2,832 ― △3,234 ― △3,310 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 5.18 ―

21年12月期 △147.22 ―

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 27,079 272 1.0 12.13
21年12月期 35,584 156 0.4 6.96

（参考） 自己資本 22年12月期  272百万円 21年12月期  156百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）23年3月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については3ヵ月間（平成23年1月1日～平成23年3月31日）の予想数値を記載しております。
このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 
 なお参考資料といたしまして、決算期変更後の事業年度（平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日））の業績予想を3ページ「業績予想につ
いて」に掲載しておりますのでご覧ください。 

※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って大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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、4ページ「１ 経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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 1,500 ― △20 ― △80 ― △80 ― △3.60
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当社は、決算期を12月期から３月期に変更することを予定しておりますことから、決算期変更の経過期間となる次期

（平成23年３月期）の見通しについては、３か月の変則決算期間（平成23年１月１日～平成23年３月31日）の連結業績

の予想数値を記載しております。（詳細は１ページ「３．平成23年３月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23

年３月31日）」をご覧ください。） 

このため、参考資料といたしまして決算期変更後の事業年度（平成24年３月期）の業績予想を以下に掲載しておりま

す。  

  

連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

  

 個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

業績予想について

  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

平成24年３月期           

通   期   6,500   280  80   0  0.0

  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

平成24年３月期           

通   期   5,300   100 △80   △50  △2.2
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概要 

当連結会計年度における我が国経済は、新興国需要の拡大やエコポイント・補助金等の政府の景気対策などに支え

られ、企業収益や設備投資において持ち直しの動きもみられましたが、欧州での金融不安や円高の持続、また補助金

等の施策の打ち切りによる急激な需要の減退などの影響により、年度後半には企業業績に再び悪化の兆しもみられ、

また雇用環境においても依然失業率が高止まり傾向にあることなど、慢性的なデフレ経済が続くなかで景気の先行き

は一層不透明感を増しているといえます。 

当不動産業界におきましては、依然地価の下落傾向が継続していますが、下落幅は前期に比べて縮小しており、不

動産取引の回復の兆しが若干出始めております。また関西圏の分譲マンション市場におきましては、低金利の持続や

住宅税制の優遇等の効果により新規発売戸数及び契約率が前年に比べて改善しておりますが、リーマンショック以前

の水準を未だ下回っており、景気の不透明感が続くなかで今後の需給動向が注目されています。 

このような状況のもと当社グループは、お客様のニーズに適合した商品やサービスの提供に努めるとともに、販売

力の強化による完成在庫の早期完売に注力し、さらにコスト管理を徹底することで人件費、一般管理費等の経費の削

減に取組み、収益の向上、利益の確保ならびに財務基盤の改善に努めてまいりました。 

その一環として、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。 

また、グループ全体の収益の向上に向けて、自社物件の販売促進及び販売代理事業の強化に取組むため、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。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５千９百万円

計上しております。 

その結果、当連結会計年度の売上高は145億６千２百万円（前期比32.9％減）、営業損失１億４千２百万円（前期

は営業損失25億４千８百万円）、経常損失４億８千５百万円（前期は経常損失31億２千万円）、当期純損失１億１千

８百万円（前期は当期純損失32億４百万円）となりました。 

  

当連結会計年度の事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

〔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）が竣工し、引渡しを行うととも

に、広告宣伝活動の効率的実施による集客力の向上や販売経費の削減を積極的に進め、完成在庫の販売に注力してま

いりました。その他、神戸市灘区土山町の土地1,890.18㎡を売却しております。 

以上の結果、当連結会計年度の不動産販売事業の売上高は125億６百万円（前期比36.9％減）、営業損失は３億３

千９百万円（前期は営業損失25億６千６百万円）となりました。 

〔賃貸事業〕 

賃貸事業におきましては、既存物件の稼働率改善に努めた結果、当連結会計年度の賃貸収入は９億６千３百万円

（前期比18.5％増）、営業利益は２億９千７百万円（前期比36.3％増）となりました。 

〔販売代理・仲介事業〕 

販売代理・仲介事業におきましては、顧客の買い控えなどによる需要の低迷のなかで、営業力の強化を図り、集客

力及び成約率の向上に努めた結果、当連結会計年度の販売代理・仲介事業の売上高は６億８千９百万円（前期比

1.9％増）、営業利益は１億円（前期比21.3％減）となりました。 

〔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ものの、当連結会計年度のその他収入は４億３百万円

（前期比1.0％減）、営業利益は７千２百万円（前期比32.9％減）となりました。 

  

１．経営成績
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②次期の見通し 

分譲マンション市場におきましては、今後新規物件の供給の増加や低金利の持続、住宅税制優遇等の継続による

購買力の回復が見込まれるものの、顧客の住宅に対するニーズの多様化や選別がさらにすすみ、特に環境に配慮した

住宅やセキュリティを重視した住宅、都心部の好立地物件等へのニーズが高まっており、これらのニーズに対する付

加価値をもつ住宅の供給が求められております。 

このような状況におきまして当社グループは、引続き販売力の強化及び合理的なコスト削減の実施により収益の

向上及び財務基盤の安定化に努めるとともに、顧客ニーズを反映した商品、サービスの提供を通じてより良い住環境

を創造し、社会に貢献することを経営方針として事業を推進してまいる所存です。 

次期の業績につきましては、売上高18億円、経常損失４千万円、当期純損失５千万円を見込んでおります。 

なお、当社は決算期を12月期から３月期に変更することを予定しております。このため決算期変更の経過期間とな

る次期（平成23年３月期）の見通しについては、３か月の変則決算期間（平成23年１月１日から平成23年３月31日ま

で）の見通しを記載しております。   

アーバンライフ株式会社（8851） 平成22年12月期決算短信
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産残高は前連結会計年度末と比較して114億５千５百万円減少し、277億９百万円となりま

した。主たる要因としては、在庫圧縮を図るための積極的な販売の促進や、たな卸資産の評価損によるたな卸資産の

減少によるものであります。 

負債の残高は274億４千１百万円となり、前連結会計年度末と比較して113億３千６百万円減少いたしました。主た

る要因としては、借入金の返済、仕入債務の減少によるものであります。 

純資産は当期純損失１億１千８百万円の計上により、前連結会計年度末と比較して１億１千９百万円減少し、２億

６千７百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当連結会計年度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５千４百

万円（△4.7％）減少し、「資金」の当連結会計年度末残高は、11億５百万円となりました。 

当連結会計年度におけるキャッシュ・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）  

営業活動により得られた資金は、36億５千４百万円（前年同期比37億５千８百万円の減少）となりました。こ

れは主に、たな卸資産の減少104億８百万円により資金が増加したものの、仕入債務の減少54億８千３百万円、

預り金の減少10億６千６百万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、８億９千２百万円（前年同期は１億３千４百万円の支出）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、固定資産の取

得による支出９千８百万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、46億１百万円（前年同期は80億７千１百万円の支出）となりました。これは

主に、短期借入れによる収入19億円、長期借入金の返済による支出65億円によるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（注５）平成18年12月期から平成20年12月期までのキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッ

ジ・レシオについては、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載して

おりません。  

  平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％）  16.4  16.4  7.1  1.0  1.0

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 25.3  13.3  3.8  3.7  5.0

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
－ － －  4.0  6.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － －  12.3  7.3
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  (3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、業績に応じた利益配分を基本方針としており、企業体質の改善強化を図るための内部留保の充実

等を勘案して利益配分を決定することにしております。 

株主の皆様に対して、継続的、安定的な利益還元を実施するために 大限の経営努力を重ね、持続的な企業価値向

上を目指してまいります。 

なお、配当政策につきましては、経営成績及び財政状態等を考慮しつつ総合的に判断し、期末配当として年１回の

剰余金の配当を行うこととしておりますが、今期につきましては、個別業績では１億１千６百万円の当期純利益を計

上したものの、連結業績では１億１千８百万円の当期純損失を計上することとなりましたことにより、前期に引続き

期末配当を無配とさせていただきたいと存じます。 

また、次期につきましては、経営成績及び財政状態等を勘案し、早期の復配を目指して業績の向上に取り組んでま

いります。  

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性があると考えられる主な事項には、次のようなものがあります。 

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る所存であります。 

また、文中における将来に関する記述は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、す

べてのリスクを網羅するものではありませんのでご留意下さい。 

① 不動産市況の動向について 

当社グループは、住宅購入者の人気が高い地域である京阪神地区を主要エリアとして、主要事業である分譲マンシ

ョンの販売事業を展開しておりますが、不動産相場の変動、競合他社の供給数や価格動向、景気の悪化や金利の上昇

による購買力の低下等の影響により、事業用地の仕入価格の上昇、需給バランスの悪化、販売価格の下落等が生じる

場合があり、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

② 引渡時期による業績変動について 

当社グループの主要事業である不動産販売事業においては、マンションの売買契約成立時ではなく、お客様への引

渡しをもって売上計上を行っております。 

事業の特性として、用地の取得時期から竣工時期までの期間が長期にわたることから、引渡時期の集中が発生する

など、同一年度内においても、上半期と下半期または四半期毎に財政状態及び経営成績に偏りが生じる場合があり、

当社グループの業績を判断する際には留意する必要があります。 

また、地震等の自然災害や事故等の人的災害など予想しがたい事象による建築工事の遅延等、不測の事態により引

渡時期に変動があった場合や販売用不動産に損害が発生した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 

③ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用による業績への影響について 

本基準は、通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却

価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該正味

売却価額との差額は当期の費用として処理するものであります。    

当社グループの主要事業である不動産販売事業においては、住宅購入者の人気の高い地域である京阪神地区を主要

エリアとして、分譲マンションの販売事業を展開しておりますが、需給のバランスの悪化等により、完成在庫が増加

する可能性があります。 

完成在庫については、適正水準の価格で販売するように努めておりますが、市況の悪化、需給のバランスの悪化等

により、本基準に該当する棚卸資産が発生した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

④ 不動産関連税制について 

不動産関連税制が改正され、不動産の取得、売却、保有等に係るコストの増加が「一時取得層」や「買換層」のお

客様の購入意欲、売却意欲を減退させる場合には当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 法的規制について 

当社グループの属する不動産業界は、「建築基準法」、「宅地建物取引業法」、「都市計画法」等、建築や不動産

取引に関わる多数の法令及び各自治体で定められる建築に関する条例等、また広告宣伝に係る表示に関して「不当景

品類及び不当表示防止法」、「不動産公正取引協議会連合会の公正競争規約」等の法的規制を受けております。 

また、当社及び連結子会社でありますアーバンライフ住宅販売株式会社は、不動産業者として、「宅地建物取引業

法」に基づく免許を受けておりますので、今後法規制の改廃や新設によっては、事業計画の見直しの発生等、当社グ

ループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥ 金利動向の影響について 

当社グループの主要事業である不動産販売事業のお客様の大半が住宅ローンを利用しておりますが、住宅ローン金

利は金融情勢に応じて大きく変動するため、金利負担が増加する場合には、お客様のマンション購入意欲を減退させ

る可能性があります。 

また、事業用地の取得資金は、主に借入金により調達しており、他業種に比べて有利子負債への依存度が高い水準

にあります。当社グループは、資金効率の向上、金融費用の軽減への取り組みに努めておりますが、今後、金利水準

が想定を超えて大幅に変動した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 事業用地の瑕疵について 

当社グループの主要事業である不動産販売事業に係る事業用地の取得に際しては、土壌汚染や地中埋設物等につい

て可能な限り事前に調査を行い、万一瑕疵が発見された場合の売主の瑕疵担保責任の有無については土地売買契約書

上に明記しておりますが、取得後において土壌汚染等による瑕疵が発覚した場合には、建築工事の工期延長や契約内

容及び売主の責任能力の有無によっては対策費用が追加発生するなど、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。  
  
⑧ 建築工事について 

当社は、建築工事の発注にあたり建設会社の業績や事業実績、見積書等を慎重に検討し、信頼しうる建設会社に発

注を行い、また特定の会社に偏向しないように努めておりますが、建設会社の倒産など不測の事態が生じ、建築工事

の遅延等による引渡時期の変動や追加費用が発生した場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑨ 共同事業について 

当社は、不動産販売事業における開発案件によっては、同業他社と共同事業を行っております。共同事業基本協定

書には他の共同事業主の承諾なしに共同事業からの離脱はできない旨が明記されておりますが、共同事業主が倒産な

どにより事業の継続が困難となった場合には、事業比率及び費用負担比率の見直しによる事業計画の変更等が生じる

ことにより、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ マンション建設への近隣住民の反対運動について 

マンションの建設にあたっては、周辺地域の環境・景観との調和に努め、事前に近隣にお住まいの方々への説明を

充分に行い、ご理解を得たうえ、騒音・振動・塵埃を極力抑えて工事を進めてまいりますが、様々な理由により、反

対運動が起きる場合があります。 

その場合には、当初の開発計画・販売計画の変更や、工事期間の延長・追加の費用が発生することにより、当社の

業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑪ 売主としての瑕疵担保責任について 

当社は、信頼しうる施工会社にマンションの建設工事を発注し、各工程での重要ポイントを確認し、高品質なマン

ション建設に向け、体系的な品質管理を行っておりますが、万一、建物竣工後、設計・施工上の不具合等に起因する

売主としての瑕疵担保責任を問われた場合には、売買契約の錯誤無効や損害賠償請求の訴訟の対象とされる可能性が

あります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

⑫ 個人情報の管理について 

当社グループは、マンションの購入者、購入検討者、賃貸借契約における貸主、借主等のご本人・ご家族の方々の

多くの個人情報を保有しております。個人情報の保護に関する法律にしたがって、個人情報保護管理規程の制定、個

人情報取扱いマニュアルの整備、個人情報管理責任者の選任、対外対応窓口の設置等やメール、ファックス、廃棄書

類等の管理、オフィス入退館システムの導入など個人情報が漏洩することが無いように社内体制を整備しておりま

す。 

しかしながら、個人情報の取り扱いに関して細心の注意をもってしても、不測の事態により、万一、個人情報が外

部へ流出、漏洩するような事態となった場合には、当社グループの信用失墜、損害賠償の発生等、当社グループの業

績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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(5)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、当連結会計年度で３期連続して営業損失を計上しておりますが、営業キャッシュ・フローについて

は２期連続プラスで推移しております。 

当連結会計年度においては営業面で費用対効果を意識した広告活動、お客様第一主義を徹底した販売活動により完成

在庫を着実に減らすとともに、新築・仲介・賃貸のグループ内各セクション連携による相乗効果により収益力の強化を

図っております。また、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

スト削減施策を実施いたしました。 

当社グループといたしましては、後記３．の(3)「中長期的な会社の経営戦略」に記載の施策を実行し、引き続き収

益力改善と安定的な資金確保に取り組むことで、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、今後も財務基盤の安定化に努めてまいります。 
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当社グループは、当社、親会社、連結子会社２社により構成されており、中高層集合住宅等の企画・設計・開発・分

譲、更に売却時の仲介、保有資産等の賃貸に係る管理に至るまで「住まい」に関する一貫した“トータルシステム”で

事業を行っております。 

親会社の森トラスト株式会社は、都市開発、ホテルの経営及び投資事業を営んでおります。また、森トラスト株式会

社の親会社である株式会社森トラスト・ホールディングスは、グループ会社の株式保有を行っております。 

当社及び連結子会社の事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。  

  

不動産販売事業 

当社は、京阪神を中心に「アーバンライフ」、「アーバンコンフォート」等の商品名を冠した中高層集合住宅・ビル

及び店舗の企画・設計・開発・分譲を行っております。 

なお、連結子会社であるアーバンライフ住宅販売株式会社は、中高層住宅及び土地等の不動産の企画・販売を行って

おります。 

  

賃貸事業 

当社、連結子会社であるアーバンライフ住宅販売株式会社及びリズインベストメント有限会社は、主に近畿圏でオフ

ィス、マンション等の賃貸を行っております。 

  

販売代理・仲介事業 

連結子会社であるアーバンライフ住宅販売株式会社は、京阪神を中心に当社及び当社以外のデベロッパー等が開発・

分譲するマンション等の販売業務受託及び不動産の売買・賃貸借の仲介を行っております。 

  

その他の事業 

当社及び連結子会社であるアーバンライフ住宅販売株式会社は、分譲マンションに係る付帯事業等を行っておりま

す。  
  

以上に述べた事項の概要図は、次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、顧客のニーズを的確に反映した高品質なマンションの開発、分譲をはじめ、監理、販売代理、売

買及び賃貸借の仲介まで、トータルなサービスを提供することを通じて、よりよい住環境を創造し、社会に貢献する

ことを経営の基本方針にして事業展開を図っております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、販売力の強化及び徹底したコスト削減による収益確保を 優先課題とし、自己資本比率の向上を

当面の目標として財務基盤の安定化を図って参ります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、より良い住環境を創造し社会に貢献することを経営方針としておりますが、社会や市場の変化に

対応すべく中長期的な戦略として次のような取組みを継続して推進して参ります。 

 ①完成在庫の販売もしくは賃貸による早期処分 

 ②賃貸物件の稼働率の向上 

 ③徹底したコスト削減による利益の確保 

 ④顧客志向を重視したサービスの実現 

 ⑤有効な内部統制の整備・運用の実施  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 分譲マンション市場におきましては、今後新規物件の供給の増加や低金利の持続、住宅税制優遇等の継続による購

買力の回復が見込まれるものの、顧客の住宅に対するニーズの多様化や選別がさらにすすみ、特に環境に配慮した住

宅やセキュリティを重視した住宅、都心部の好立地物件等へのニーズが高まっており、これらのニーズに対する付加

価値をもつ住宅の供給が求められております。 

 このような状況におきまして当社グループは、引続き販売力の強化及び合理的なコスト削減の実施により収益の向

上及び財務基盤の安定化に努めるとともに、顧客ニーズを反映した商品、サービスの提供を通じてより良い住環境を

創造し、社会に貢献することを経営方針として事業を推進してまいる所存です。  

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,486 1,155,375

受取手形及び売掛金 149,123 129,804

有価証券 ※3  40,000 －

販売用不動産 19,813,725 8,704,348

仕掛販売用不動産 1,260,338 17,742

開発用不動産 9,641,087 9,477,087

その他 847,318 398,852

貸倒引当金 △24,347 △20,068

流動資産合計 32,986,733 19,863,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※3  1,620,363 ※1  3,014,656

土地 ※3  3,105,459 3,803,120

その他（純額） ※1  33,086 ※1  44,734

有形固定資産合計 4,758,908 6,862,511

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

その他 45,393 38,470

無形固定資産合計 288,679 281,756

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2, ※3  530,226 ※3  71,054

その他 599,745 630,573

投資その他の資産合計 1,129,971 701,627

固定資産合計 6,177,560 7,845,895

資産合計 39,164,294 27,709,038
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,546,615 63,144

短期借入金 19,400,000 25,300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  7,770,000 －

未払法人税等 14,611 21,392

前受金 294,007 217,394

預り金 1,509,657 443,471

移転関連費用引当金 77,312 －

その他 347,177 485,603

流動負債合計 34,959,382 26,531,006

固定負債   

長期借入金 ※3  2,730,000 －

退職給付引当金 409,150 256,180

繰延税金負債 637 431

その他 678,221 653,641

固定負債合計 3,818,009 910,253

負債合計 38,777,392 27,441,259

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 △2,914,743 △3,033,418

自己株式 △6,903 △7,054

株主資本合計 385,983 267,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 917 620

評価・換算差額等合計 917 620

純資産合計 386,901 267,778

負債純資産合計 39,164,294 27,709,038
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

不動産売上高 19,814,947 12,506,012

その他の事業収入 1,897,257 2,056,660

売上高合計 21,712,204 14,562,673

売上原価   

不動産売上原価 ※1  20,174,870 ※1  11,506,164

その他の事業原価 677,405 723,731

売上原価合計 20,852,275 12,229,895

売上総利益 859,928 2,332,777

販売費及び一般管理費 ※2  3,408,195 ※2  2,475,248

営業損失（△） △2,548,266 △142,470

営業外収益   

受取利息 2,627 1,622

受取賃貸料 66,575 64,709

違約金収入 23,134 9,644

固定資産税等精算差額 ※3  4,443 ※3  3,576

持分法による投資利益 6,060 2,252

その他 45,405 26,938

営業外収益合計 148,246 108,745

営業外費用   

支払利息 640,450 424,260

その他 79,561 27,032

営業外費用合計 720,011 451,293

経常損失（△） △3,120,031 △485,018

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   

移転関連費用引当金繰入額 77,312 －

退職給付費用 － 59,454

特別損失合計 77,312 59,454

税金等調整前当期純損失（△） △3,197,344 △102,816

法人税、住民税及び事業税 7,599 15,858

法人税等合計 7,599 15,858

当期純損失（△） △3,204,943 △118,675
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,000,000 3,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000,000 3,000,000

資本剰余金   

前期末残高 307,631 307,631

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 307,631 307,631

利益剰余金   

前期末残高 290,200 △2,914,743

当期変動額   

当期純損失（△） △3,204,943 △118,675

当期変動額合計 △3,204,943 △118,675

当期末残高 △2,914,743 △3,033,418

自己株式   

前期末残高 △6,569 △6,903

当期変動額   

自己株式の取得 △334 △150

当期変動額合計 △334 △150

当期末残高 △6,903 △7,054

株主資本合計   

前期末残高 3,591,262 385,983

当期変動額   

当期純損失（△） △3,204,943 △118,675

自己株式の取得 △334 △150

当期変動額合計 △3,205,278 △118,826

当期末残高 385,983 267,157
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 912 917

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △297

当期変動額合計 5 △297

当期末残高 917 620

評価・換算差額等合計   

前期末残高 912 917

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △297

当期変動額合計 5 △297

当期末残高 917 620

純資産合計   

前期末残高 3,592,175 386,901

当期変動額   

当期純損失（△） △3,204,943 △118,675

自己株式の取得 △334 △150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △297

当期変動額合計 △3,205,273 △119,123

当期末残高 386,901 267,778
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △3,197,344 △102,816

減価償却費 81,686 93,464

引当金の増減額（△は減少） 8,800 △234,561

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 △2,627 △1,622

支払利息 640,450 424,260

持分法による投資損益（△は益） △6,060 △2,252

売上債権の増減額（△は増加） △60,666 19,319

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,155,370 10,408,402

仕入債務の増減額（△は減少） △1,022,936 △5,483,470

前渡金の増減額（△は増加） 152,833 －

前受金の増減額（△は減少） △223,422 △76,613

預り金の増減額（△は減少） 1,155,442 △1,066,186

信託受益権の増減額(△は増加) 1,677,689 －

その他 661,325 620,545

小計 8,020,539 4,156,811

利息及び配当金の受取額 3,700 3,243

利息の支払額 △602,047 △497,429

法人税等の支払額 △8,867 △7,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,413,324 3,654,899

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 △100,000 △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 － △40,050

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 △35,103 △98,738

その他 199 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △134,903 892,041

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） 8,330,000 1,900,000

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 △19,200,000 △6,500,000

その他 △1,235 △1,051

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,071,235 △4,601,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △792,813 △54,110

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期末残高 1,159,486 1,105,375
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 該当事項はありません。  

  

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する

事項 

すべての子会社を連結しております。 同左 

連結子会社の数 ２社 連結子会社の数  ２社 

  連結子会社の名称 

アーバンライフ住宅販売株式会社 

リズインベストメント有限会社 

連結子会社の名称 

アーバンライフ住宅販売株式会社 

リズインベストメント有限会社 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

すべての関連会社に持分法を適用しておりま

す。 

───── 

  持分法適用の関連会社数 １社 持分法適用の関連会社数  －社 

  持分法適用の関連会社名称 

アーバンサービス株式会社 

持分法適用関連会社であったアーバンサービ

ス株式会社は、当連結会計年度中にその持株

の全部を譲渡したことにより、持分法適用の

範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項 

連結子会社のうち、アーバンライフ住宅販売

株式会社の決算日は、連結決算日と一致して

おります。 

また、リズインベストメント有限会社の決算

日は10月31日であり、連結決算日との差は２

ヶ月であるため、当該連結子会社の決算日現

在の財務諸表を基礎として連結を行っており

ます。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。 

同左 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

    

(1）重要な資産の評価

基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

販売用不動産   個別法による原価法

（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方

法） 

② たな卸資産 

販売用不動産   同左 

  仕掛販売用不動産 同上 仕掛販売用不動産 同左 

  開発用不動産   同上 開発用不動産   同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及びリズインベストメント有限会社

の建物、構築物、機械及び装置のうち、

平成19年３月31日以前に取得したものは

旧定額法、平成19年４月１日以降に取得

したものは定額法によっております。 

工具、器具及び備品並びにアーバンライ

フ住宅販売株式会社については、平成19

年３月31日以前に取得したものは旧定率

法、平成19年４月１日以降に取得したも

のは定率法によっております。 

また、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借

取引に準じた会計処理によっておりま

す。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

同左 

  ④ 長期前払費用 

均等償却をしております。 

④ 長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計

上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。  

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支払いに充

てるため、支給見込額を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度における計上

額はありません。  

② 役員賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

  ③ 移転関連費用引当金 

事務所の移転に伴い、将来発生が見込ま

れる原状回復費用及びその他移転関連費

用等について合理的な見積額を計上して

おります。 

③      ───── 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上して

おります。 

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。 

また、数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（６年）による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上して

おります。 

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。 

 (追加情報)   

当連結会計年度において、グループ全体

の収益の向上に向けて、自社物件の販売

促進及び販売代理事業の強化に取組むた

め、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 51,317千円計上して

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、

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。  

(4）その他連結財務諸

表作成のための基

本となる重要な事

項 

① 消費税等の会計処理方法 

税抜方式により処理しております。 

① 消費税等の会計処理方法 

同左 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動についてリスクのない

定期預金等としております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失に与える影響はありません。 

───── 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

───── 保有目的の変更により、当連結会計年度において、販売

用不動産の一部を固定資産に振り替えております。 

その内容は以下のとおりであります。 

  建物及び構築物 千円1,409,909

土地 千円697,661

合計 千円2,107,570
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 ※１ 有形固定資産減価償却累計額 

  千円713,418   千円710,921

※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※２         ───── 

投資有価証券（株式） 千円498,840   

※３ 担保に供している資産と担保付債務は次のとおりで

あります。 

イ 担保に供している資産 

※３ 当連結会計年度において、担保付債務は全額返済い

たしました。それに伴い、担保に供している資産は

無くなりました。 

建物及び構築物 千円1,145,151

土地 千円2,342,176

計 千円3,487,327

なお、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として

投資有価証券71,054千円を神戸地方法務局に供託し

ております。 

上記に対する担保付債務   

一年以内に返済予定の長期借入金 千円70,000

長期借入金 千円2,730,000

計 千円2,800,000

  

ロ その他担保に供している資産   

有価証券 千円40,000

投資有価証券 千円31,386

計 千円71,386

  

上記の有価証券及び投資有価証券は、宅地建物取

引業法に基づく営業保証金として供託しているも

のであります。 

  

 ４ 偶発債務（保証債務） 

顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了ま

での間、金融機関等に対して連帯債務保証を行って

おります。 

 ４ 偶発債務（保証債務） 

顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了ま

での間、金融機関等に対して連帯債務保証を行って

おります。 

一般顧客 13件 千円363,500 一般顧客 ２件 千円41,000

 ５ 当社は、資金調達の機動性と安定性を高め、資金効

率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会社の森

トラスト株式会社と貸出コミットメント契約を締結

しております。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 ５ 当社は、資金調達の機動性と安定性を高め、資金効

率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会社の森

トラスト株式会社と貸出コミットメント契約を締結

しております。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント総額 千円20,000,000

借入実行残高 千円15,400,000

差引額 千円4,600,000

貸出コミットメント総額 千円29,000,000

借入実行残高 千円25,300,000

差引額 千円3,700,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額 

不動産売上原価 千円1,321,277 不動産売上原価 千円252,456

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおりで

あります。 

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおりで

あります。 

広告宣伝費 千円1,053,736

支払手数料 千円117,045

販売促進費 千円360,330

従業員給料・賞与 千円917,492

退職給付費用 千円69,179

広告宣伝費 千円540,567

支払手数料 千円112,981

販売促進費 千円265,376

従業員給料・賞与 千円793,692

退職給付費用 千円52,795

貸倒引当金繰入額  千円4,495

※３ 当社販売物件購入者負担の固定資産税等についての

精算差額であります。 

※３          同左 
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前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加4,186株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加2,370株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの 

 該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株式
数（株） 

当連結会計年度増加株
式数（株） 

当連結会計年度減少株
式数（株） 

当連結会計年度末株式
数（株） 

発行済株式 

普通株式 
 22,513,000  －  －  22,513,000

合計  22,513,000  －  －  22,513,000

自己株式 

普通株式（注） 
 24,525  4,186  －  28,711

合計  24,525  4,186  －  28,711

  
前連結会計年度末株式
数（株） 

当連結会計年度増加株
式数（株） 

当連結会計年度減少株
式数（株） 

当連結会計年度末株式
数（株） 

発行済株式 

普通株式 
 22,513,000  －  －  22,513,000

合計  22,513,000  －  －  22,513,000

自己株式 

普通株式（注） 
 28,711  2,370  －  31,081

合計  28,711  2,370  －  31,081
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日） 

現金及び預金勘定 千円1,259,486

預入期間が３ヶ月超の定期預金 千円△100,000

現金及び現金同等物 千円1,159,486

現金及び預金勘定 千円1,155,375

預入期間が３ヶ月超の定期預金 千円△50,000

現金及び現金同等物 千円1,105,375

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

（有形固定資産） 
その他 
（器具・備品等） 

 
 
 39,435

 
 
 21,296  18,138

取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

（有形固定資産）
その他 
（器具・備品等） 

 
 
 35,341

 
 
 23,264  12,077

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 千円6,060

１年超 千円12,077

計 千円18,138

１年以内 千円5,890

１年超 千円6,187

計 千円12,077

なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

同左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 千円6,572

減価償却費相当額 千円6,572

支払リース料 千円6,060

減価償却費相当額 千円6,060

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

１．ファイナンス・リース取引 

金額の重要性が乏しいため記載を省略します。 

１．ファイナンス・リース取引 

金額の重要性が乏しいため記載を省略します。 

２．オペレーティング・リース取引 

金額の重要性が乏しいため記載を省略します。 

２．オペレーティング・リース取引 

金額の重要性が乏しいため記載を省略します。 
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当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については金融機関及

び森トラスト株式会社からの借入により調達しております。デリバティブ取引は利用しておらず、また投

機的な取引は行わない方針であります。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、債券及び株式であります。債券は宅地建物取引業法に基づく営業保証金として供託し

ております国債であります。株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。 

借入金は、主に営業取引に係る資金調達で、その全てが短期借入金であり、金利の変動リスクに晒され

ております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については、原則として当該債権の取扱い部門が主管部門となり、取引先の業績状況等を定期

的にモニタリングするとともに、その取引先の回収期日及び残高等を管理し、回収懸念の早期把握や軽減

を図るための管理体制をとっております。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体企業の財務状況を把握しております。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理 

月次単位で資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適切な水準に維持することなどによ

り、流動性リスクを管理しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成２２年１２月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（ （注）２．参照）   

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資産 

（１）現金及び預金 

 預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（金融商品関係）

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

（１）現金及び預金 

（２）受取手形及び売掛金 

（３）投資有価証券 

 満期保有目的の債券 

 その他有価証券 

 

 

  

1,155,375

129,804

15,058

55,996

 

 

 

1,155,375

129,804

    

15,486

55,996

 

 

  

－

－

427

－

資産計  1,356,234  1,356,662  427

（１）支払手形及び買掛金  63,144  63,144  －

（２）短期借入金 

（３）預り金 

 25,300,000

443,471

 25,300,000

443,471

 

 

－

－

負債計  25,806,616  25,806,616  －
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（２）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

なお、貸倒引当金は比較的僅少で重要性が乏しいため、上記注記では控除しておりません。 

（３）投資有価証券 

国債の時価については、日本証券業協会の売買参考統計値によっております。 

負債 

（１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金、（３）預り金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

  

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

上記については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産

（３）投資有価証券」には含めておりません。 

  

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用してお

ります。  

 区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  0

  
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内（千円）

５年超 

10年以内（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 

受取手形及び売掛金 

投資有価証券 

満期保有目的の債券（国債） 

その他有価証券のうち満期があるもの 

 債券（国債） 

 

 

 

 

1,155,375

129,804

－

－

 

 

 

 

－

－

－

30,000

 

 

 

 

 

－

－

15,000

25,000

 

 

 

 

－

－

－

－

合計  1,285,180  30,000  40,000  －

アーバンライフ株式会社（8851） 平成22年12月期決算短信

-28-



前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

（有価証券関係）

区分 
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

連結決算日における時価
（千円） 

差額
（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの 
 14,958  15,025  67

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの 
 －  －  －

合計  14,958  15,025  67

区分 
取得原価
（千円） 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

債券 国債  54,872  56,428  1,555

小計  54,872  56,428  1,555

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

債券 国債  －  －  －

小計  －  －  －

合計  54,872  56,428  1,555

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  0

合計  0

(2）子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式  498,840

合計  498,840

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券         

国債  40,000  30,000  －  －

合計  40,000  30,000  －  －
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当連結会計年度（平成22年12月31日） 

１ 満期保有目的の債券 

  

２ その他有価証券 

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 ０千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

区分 種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
時価

（千円） 
差額

（千円） 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 

(1)国債・地方債等  15,058  15,486  427

(2)社債  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  15,058  15,486  427

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  －  －  －

(3)その他  －  －  －

合計  15,058  15,486  427

区分 種類 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価
（千円） 

差額
（千円） 

  債券       

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

①国債・地方債等  31,206  29,956    1,249

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

小計  31,206  29,956  1,249

  債券       

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

①国債・地方債等    24,790    24,987    △197

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

小計  24,790  24,987  △197

合計  55,996  54,943  1,052

（デリバティブ取引関係）
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１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

（注） 当第２四半期連結会計期間より退職給付債務の計算方法を従来の原則法から簡便法に変更しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

（注） １．当第２四半期連結会計期間より退職給付債務の計算方法を従来の原則法から簡便法に変更しております。

２．⑤特別損失に計上した退職給付費用については、連結財務諸表作成のための基本となる事項を参照して下

さい。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社及び連結子会社は、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によってお

ります。なお、当第１四半期までは原則法により計算しておりましたが、これに係る退職給付債務等の計算の

基礎に関する事項は以下のとおりであります。  

  

（退職給付関係）

項目
前連結会計年度

（平成21年12月31日） 
当連結会計年度

（平成22年12月31日） 

① 退職給付債務（千円）  △542,464  △297,554

② 未認識数理計算上の差異（千円）  13,078  －

③ 会計基準変更時差異の未処理額（千円）  120,234  41,373

④ 退職給付引当金（①＋②＋③）（千円）  △409,150  △256,180

項目
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

① 勤務費用（千円）  46,348  37,460

② 利息費用（千円）  10,044  3,810

③ 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  9,317  3,340

④ 会計基準変更時差異の費用処理額（千円）  20,039  15,019

⑤ 特別損失に計上した退職給付費用（千円）  －  59,454

⑥ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤）（千円）  85,749  119,085

項目
前連結会計年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

② 割引率 2.0％ 同左 

③ 数理計算上の差異の処理年数 ６年 同左 

④ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左 
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 当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

当社は、神戸市その他の地域において、賃貸用オフィスビルや賃貸用住宅等（土地を含む。）を所有しております。

平成22年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、341,405千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は

賃貸原価に計上）であります。 

 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該

時価の算定方法は以下のとおりであります。 

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．主な変動 

増加は、保有目的変更による販売用不動産からの振替 2,107,570千円 

減少は、賃貸用オフィスビル等の減価償却額 53,876千円 

３．時価の算定方法 

主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づく金額、その他の物件に

ついては、適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて自社で算定した金額であります。 

  

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月

28日）及び「賃貸等不動産の時価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23号 平成20年

11月28日）を適用しております。 

  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

繰越欠損金 千円1,951,602

たな卸資産評価損 千円1,061,553

退職給付引当金 千円167,751

その他 千円113,874

繰延税金資産小計 千円3,294,781

評価性引当額 千円△3,294,781

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 千円637

繰延税金負債合計 千円637

繰延税金資産の純額 千円－

繰延税金負債の純額 千円637

繰延税金資産 

繰越欠損金 千円2,303,353

たな卸資産評価損 千円666,815

退職給付引当金 千円105,034

その他 千円134,514

繰延税金資産小計 千円3,209,717

評価性引当額 千円△3,209,717

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 千円431

繰延税金負債合計 千円431

繰延税金資産の純額 千円－

繰延税金負債の純額 千円431

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度は課税所得が発生していないため記載

しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度は課税所得が発生していないため記載

しておりません。 

（賃貸等不動産関係）

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価 

（千円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 4,725,272  2,083,107  6,808,380  6,454,875
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（注）１ 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 

２ 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は452,820千

円であり、その主なものは当社の管理部等の一般管理部門に係る費用であります。 

３ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,810,368千円であり、

その主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に

係る資産等であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）を適用しておりますが、これによる

損益に与える影響はありません。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  19,814,947 813,150 676,452 407,655  21,712,204  － 21,712,204

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － 14,964 4,999 152,772  172,735 ( )172,735 －

計  19,814,947 828,114 681,451 560,427  21,884,940 ( )172,735 21,712,204

営業費用  22,381,146 609,562 553,490 451,637  23,995,837  264,633 24,260,471

営業利益又は営業損失

（△） 
 △2,566,199 218,551 127,960 108,789  △2,110,897 ( )437,369 △2,548,266

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
              

資産  31,351,847 5,715,626 139,541 248,302  37,455,318  1,708,975 39,164,294

減価償却費  591 46,486 7,386 5,971  60,436  21,250 81,686

資本的支出  － 42,253 1,194 －  43,448  1,035 44,483
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（注）１ 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 

２ 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は302,290千

円であり、その主なものは当社の管理部等の一般管理部門に係る費用であります。 

３ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,580,871千円であり、

その主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に

係る資産等であります。 

４ 当連結会計年度において、保有目的の変更により不動産販売事業に含まれる資産のうち、2,107,570千円を賃

貸事業に振替を行っております。なお、この振替による賃貸事業の資産の増加額は、資本的支出に含めてお

ります。この振替による損益に与える影響はありません。 

５ 追加情報 

    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当社

は退職給付債務の計算方法について、従来、原則法を採用使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に数理計算上の見積りを行うことが困難となったため、当連結会

計年度より簡便法を採用することに変更いたしました。 

    なお、この変更によりセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当連結会計年度において、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。

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 当連結会計年度において、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。

  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

当連結会計年度
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  12,506,012 963,932 689,119 403,608  14,562,673  14,562,673

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － 14,634 164,463 81,715  260,813 ( )260,813 －

計  12,506,012 978,567 853,582 485,324  14,823,487 ( )260,813 14,562,673

営業費用  12,845,023 680,790 752,896 412,338  14,691,049  14,094 14,705,144

営業利益又は営業損失

（△） 
 △339,010 297,776 100,685 72,986  132,437 ( )274,908 △142,470

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
              

資産  18,397,959 7,430,047 184,745 239,595  26,252,348  1,456,689 27,709,038

減価償却費  225 57,256 8,435 6,246  72,163  21,301 93,464

資本的支出  － 2,143,209 14,944 31,610  2,189,763  41,044 2,230,807

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企

業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

 これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

（注）１ プロジェクト資金のバックアップラインとして事業資金に係る必要資金調達の機動性と安定性を高め、資金

効率の向上、金融費用の軽減を図るため、極度額20,000,000千円のコミットメントライン契約を締結してお

ります。なお、借入未実行残高は4,600,000千円であります。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

資金の借入利率については、市場金利を勘案し、双方協議の上決定しております。 

なお、担保は提供しておりません。 

  

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

（直接）森トラスト株式会社（非上場） 

（間接）株式会社森トラスト・ホールディングス（非上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

 当連結会計年度において、関連会社はアーバンサービス株式会社のみでありますが、金額に重要性がな

いため、記載は省略いたします。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等 
の名称 所在地 

資本金又 
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

親会社 
森トラスト

株式会社 

東京都 

港区 
 10,000,000

都市開発、ホ

テルの経営及

び投資事業 

直接 

50.7

プロジェクト

資金の借入 

役員の兼任 

資金の借入  23,500,000
短 期 

借入金 
15,400,000
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当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

  

１ 関連当事者との取引 

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

（注）１ 事業資金に係る必要資金調達の機動性と安定性を高め、資金効率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会

社の森トラスト株式会社と極度額29,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、

借入未実行残高は3,700,000千円であります。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

資金の借入利率については、市場金利を勘案し、双方協議の上決定しております。 

なお、担保は提供しておりません。 

  

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

（直接）森トラスト株式会社（非上場） 

（間接）株式会社森トラスト・ホールディングス（非上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

 関連会社が存在しなくなったため、該当事項はありません。  

種類 会社等 
の名称 所在地 

資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関連当事者と
の関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

親会社  
森トラスト

株式会社 

東京都 

港区 
 

  

10,000
都市開発、ホ

テルの経営及

び投資事業 

直接 

  

50.7
資金の借入 

役員の兼任 

資金の借入  17,700,000
短 期 

借入金 
25,300,000

関連会社株

式の売却 
 188,000 －  －

主要株主 
関西電力 

株式会社 

大阪市 

北区 
 489,320 電気事業 

直接  

10.0
 － 

関連会社株

式の売却 
 753,000 －  －
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２ １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭17 21

１株当たり当期純損失 円 銭142 53

１株当たり純資産額 円 銭11 91

１株当たり当期純損失 円 銭5 28

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

前連結会計年度 当連結会計年度

純資産の部の合計額（千円）  386,901  267,778

普通株式に係る純資産額（千円）  386,901  267,778

純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式に係る当連結会計年度末の純資産額との

差額（千円） 

 －  －

普通株式の発行済株式数（株）  22,513,000  22,513,000

普通株式の自己株式数（株）  28,711  31,081

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
 22,484,289  22,481,919

前連結会計年度 当連結会計年度

連結損益計算書上の当期純損失（△）（千円）  △3,204,943  △118,675

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △3,204,943  △118,675

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  22,485,895  22,483,132

（重要な後発事象）
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 （１）営業収益の実績 

  

 （２）不動産販売事業の状況 

①発売及び契約、契約残高の状況 

イ 不動産販売事業の発売実績 

 （注）１ 同業他社との共同事業契約分につきましては、その事業比率に応じた戸数（又は面積等）及び金額で計上し

ております。 

２ 発売実績とは、新規に発売発表した物件のことであります。 

  

ロ 不動産販売実績の契約実績 

  

（生産、受注及び販売の状況）

事業の種類別 

セグメント 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減 （自 平成21年1月 1日 （自 平成22年1月 1日 

至 平成21年12月31日） 至 平成22年12月31日） 

金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 増減率（％）

不動産販売事業  19,814,947  91.3  12,506,012  85.9  △ 7,308,934  △ 36.9

賃貸事業  813,150  3.7  963,932  6.6  150,782  18.5

販売代理・仲介事業  676,452  3.1  689,119  4.7  12,667  1.9

その他の事業  407,655  1.9  403,608  2.8  △ 4,046  △ 1.0

合計  21,712,204  100.0  14,562,673  100.0  △ 7,149,531  △ 32.9

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減  （自 平成21年1月 1日 （自 平成22年1月 1日 

 至 平成21年12月31日） 至 平成22年12月31日）

数量 
金額 

（千円） 
数量 

金額 

（千円） 
数量 

増減率

（％） 

金額 

（千円） 

増減率

（％） 

中高層住宅 戸 556  19,110,330 戸 167  7,852,288 戸 △389  △ 70.0  △ 11,248,041  △ 58.9

土   地 ㎡ 546.50  29,985 ㎡ 1,890.18  239,351 ㎡ 1,343.68  245.9  209,366  698.2

合計 －  19,130,315 －  8,091,640 － －  △ 11,038,674  △ 57.7

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減  （自 平成21年1月 1日 （自 平成22年1月 1日 

 至 平成21年12月31日） 至 平成22年12月31日）

数量 
金額 

（千円） 
数量 

金額 

（千円） 
数量 

増減率

（％） 

金額 

（千円） 

増減率

（％） 

中高層住宅 戸 619  18,384,010 戸 330  10,256,496 戸 △289  △ 46.7  △ 8,127,514  △ 44.2

土   地 ㎡ 546.50  29,985 ㎡ 1,890.18  239,351 ㎡ 1,343.68  245.9  209,366  698.2

合計 －  18,413,995 －  10,495,848 － －  △ 7,918,147  △ 43.0
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ハ 不動産販売事業の契約残高 

  

②営業収益の状況 

不動産販売事業の販売実績 

  

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減     

（平成21年12月31日） （平成22年12月31日） 

数量 
金額 

（千円） 
数量 

金額 

（千円） 
数量 

増減率

（％） 

金額 

（千円） 

増減率

（％） 

中高層住宅 戸 86  2,681,637 戸 18  671,473 戸 △68  △ 79.1  △ 2,010,164  △ 75.0

土   地 － － － － － － － － 

合計 －  2,681,637 －  671,473 － －  △ 2,010,164  △ 75.0

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減  （自 平成21年1月 1日 （自 平成22年1月 1日 

 至 平成21年12月31日） 至 平成22年12月31日）

数量 
金額 

（千円） 
数量 

金額 

（千円） 
数量 

増減率

（％） 

金額 

（千円） 

増減率

（％） 

中高層住宅 戸 647  19,784,962 戸 398  12,266,661 戸 △249  △ 38.5  △ 7,518,301  △ 38.0

土   地 ㎡ 546.50  29,985 ㎡ 1,890.18  239,351 ㎡ 1,343.68  245.9  209,366  698.2

合計 －  19,814,947 －  12,506,012 － －  △ 7,308,934  △ 36.9

アーバンライフ株式会社（8851） 平成22年12月期決算短信

-39-



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 320,277 547,127

売掛金 55,241 45,554

有価証券 ※1  14,958 －

販売用不動産 19,790,888 8,704,348

仕掛販売用不動産 1,264,338 21,742

開発用不動産 9,641,087 9,477,087

前払費用 255,702 21,111

未収入金 410,242 284,225

その他 303,281 12,798

貸倒引当金 △19,073 △11,079

流動資産合計 32,036,945 19,102,915

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※2  448,827 ※2  2,982,969

構築物（純額） ※2  393 ※2  2,958

機械及び装置（純額） ※2  4,058 ※2  3,690

工具、器具及び備品（純額） ※2  18,275 ※2  19,109

土地 763,282 3,810,944

有形固定資産合計 1,234,838 6,819,672

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

ソフトウエア 20,355 12,326

電話加入権 12,487 12,487

その他 1,500 1,125

無形固定資産合計 277,629 269,225

投資その他の資産   

投資有価証券 0 ※1  15,058

関係会社株式 517,776 301,000

出資金 5,000 5,000

匿名組合出資金 ※5  800,000 －

敷金及び保証金 700,353 555,130

その他 12,033 11,839

投資その他の資産合計 2,035,163 888,027

固定資産合計 3,547,631 7,976,925

資産合計 35,584,577 27,079,841
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,718,199 －

買掛金 819,478 58,083

短期借入金 ※5  19,400,000 ※5  25,300,000

1年内返済予定の長期借入金 7,700,000 －

未払金 150,083 140,881

未払費用 74,223 1,358

未払法人税等 10,997 7,433

前受金 164,491 79,346

預り金 1,369,943 233,410

移転関連費用引当金 69,748 －

未払消費税等 － 224,212

流動負債合計 34,477,165 26,044,725

固定負債   

退職給付引当金 264,829 104,326

長期預り敷金保証金 681,670 658,029

その他 4,532 －

固定負債合計 951,032 762,355

負債合計 35,428,197 26,807,081

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 307,631 307,631

資本剰余金合計 307,631 307,631

利益剰余金   

利益準備金 49,495 49,495

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,193,842 △3,077,311

利益剰余金合計 △3,144,347 △3,027,816

自己株式 △6,903 △7,054

株主資本合計 156,379 272,759

純資産合計 156,379 272,759

負債純資産合計 35,584,577 27,079,841
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

不動産売上高 19,711,063 12,481,213

賃貸収入 715,652 750,351

その他の事業売上高 ※1  212,395 ※1  169,269

売上高合計 20,639,111 13,400,835

売上原価   

不動産売上原価 ※2  20,073,757 ※2  11,483,957

賃貸原価 671,221 668,150

その他の事業売上原価 73,619 108,655

売上原価合計 20,818,598 12,260,763

売上総利益又は売上総損失（△） △179,486 1,140,071

販売費及び一般管理費 ※3  2,653,327 ※3  1,633,011

営業損失（△） △2,832,813 △492,940

営業外収益   

受取利息 1,040 ※5  6,037

受取配当金 ※5  124,409 ※5  194,941

受取賃貸料 66,100 87,584

固定資産税等精算差額 ※4  4,443 ※4  3,576

その他 63,211 35,918

営業外収益合計 259,205 328,058

営業外費用   

支払利息 ※5  582,926 ※5  381,116

その他 78,081 20,605

営業外費用合計 661,008 401,721

経常損失（△） △3,234,615 △566,603

特別利益   

関係会社株式売却益 － ※5  724,223

特別利益合計 － 724,223

特別損失   

移転関連費用引当金繰入額 69,748 －

退職給付費用 － 59,454

特別損失合計 69,748 59,454

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,304,363 98,165

法人税、住民税及び事業税 5,972 △18,365

法人税等合計 5,972 △18,365

当期純利益又は当期純損失（△） △3,310,335 116,530
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,000,000 3,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000,000 3,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 307,631 307,631

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 307,631 307,631

資本剰余金合計   

前期末残高 307,631 307,631

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 307,631 307,631

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 49,495 49,495

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,495 49,495

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 116,493 △3,193,842

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,310,335 116,530

当期変動額合計 △3,310,335 116,530

当期末残高 △3,193,842 △3,077,311

利益剰余金合計   

前期末残高 165,988 △3,144,347

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,310,335 116,530

当期変動額合計 △3,310,335 116,530

当期末残高 △3,144,347 △3,027,816
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

自己株式   

前期末残高 △6,569 △6,903

当期変動額   

自己株式の取得 △334 △150

当期変動額合計 △334 △150

当期末残高 △6,903 △7,054

株主資本合計   

前期末残高 3,467,050 156,379

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,310,335 116,530

自己株式の取得 △334 △150

当期変動額合計 △3,310,670 116,379

当期末残高 156,379 272,759

純資産合計   

前期末残高 3,467,050 156,379

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,310,335 116,530

自己株式の取得 △334 △150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △3,310,670 116,379

当期末残高 156,379 272,759
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 該当事項はありません。  

  

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

販売用不動産   個別法による原価法（収

益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

販売用不動産   同左 

  仕掛販売用不動産 同上 仕掛販売用不動産 同左 

  開発用不動産   同上 開発用不動産   同左  

    

  

  

  

  

  

３ 固定資産の減価償却

の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

建物、構築物、機械及び装置のうち、平

成19年３月31日以前に取得したものは旧

定額法、平成19年４月１日以降に取得し

たものは定額法によっております。 

工具、器具及び備品のうち、平成19年３

月31日以前に取得したものは旧定率法、

平成19年４月１日以降に取得したものは

定率法によっております。 

また、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっており

ます。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

準じた会計処理によっております。 

(3）リース資産 

同左 

  (4）長期前払費用 

均等償却をしております。 

(4）長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

(2）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支払いに充

てるため、支給見込額を計上しておりま

す。 

なお、当事業年度における計上額はあり

ません。 

(2）役員賞与引当金 

同左 

  (3）移転関連費用引当金 

事務所の移転に伴い、将来発生が見込ま

れる原状回復費用及びその他移転関連費

用等について合理的な見積額を計上して

おります。  

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき、当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。  

(3）     ───── 

  

  

  

   

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき、当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時差異については、

15年による按分額を費用処理しておりま

す。  
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項目 
前事業年度

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

  また、数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（６年）による定額法に

より翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

（追加情報） 

当事業年度において、グループ全体の収

益の向上に向けて、自社物件の販売促進

及び販売代理事業の強化に取組むため、

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 51,317千円計上してお

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、

第２四半期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。  

５ 収益及び費用の計上

基準 

販売費のうち下記のものについては費用収益

を適正に対応させるため次のとおり処理して

おります。 

同左 

  (1）支払手数料 

販売委託契約等に基づく支払手数料は売

上計上に応じ費用処理することとし、売

上未計上の物件に係る支払手数料は前払

費用に計上しております。 

(1）支払手数料 

同左 

  (2）広告宣伝費 

未完成の自社計画販売物件に係る広告宣

伝費は、竣工月までに発生した費用を前

払費用に計上し、竣工後６カ月以内を限

度として竣工時契約済物件の売上計上に

応じ費用処理しております。なお、竣工

後の販売物件に係る広告宣伝費は、発生

時に費用処理しております。 

(2）広告宣伝費 

同左 

６ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

税抜方式により処理しております。ま

た、未収消費税等は、流動資産の「その

他」に含めております。 

(1）消費税等の会計処理方法 

税抜方式により処理しております。ま

た、未払消費税等は、流動負債の「その

他」に含めております。 

  (2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

(2）連結納税制度の適用 

同左 
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重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

（リース取引に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に

与える影響はありません。  

───── 

追加情報

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

───── 保有目的の変更により、当事業年度において、販売用不

動産の一部を固定資産に振り替えております。 

その内容は以下のとおりであります。 

  建物 千円1,409,909

土地 千円697,661

合計 千円2,107,570
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年12月31日） 

当事業年度 
（平成22年12月31日） 

※１ これらの資産のうち、担保に供している資産は次の

とおりであります。 

※１ これらの資産のうち、担保に供している資産は次の

とおりであります。 

有価証券 千円14,958 投資有価証券 千円15,058

 上記の有価証券は、宅地建物取引業法に基づく営業

保証金として供託しているものであります。 

 上記の投資有価証券は、宅地建物取引業法に基づく

営業保証金として供託しているものであります。 

※２ 減価償却累計額 ※２ 減価償却累計額 

  千円554,452   千円513,651

 ３ 偶発債務（保証債務） 

 顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了ま

での間、金融機関等に対して連帯債務保証を行ってお

ります。 

 ３ 偶発債務（保証債務） 

 顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了ま

での間、金融機関等に対して連帯債務保証を行ってお

ります。 

一般顧客 13件 千円363,500 一般顧客  ２件 千円41,000

 ４ 当社は、資金調達の機動性と安定性を高め、資金効

率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会社の森ト

ラスト株式会社と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 ４ 当社は、資金調達の機動性と安定性を高め、資金効

率の向上、金融費用の軽減を図るため、親会社の森ト

ラスト株式会社と貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメント総額 千円20,000,000

借入実行残高 千円15,400,000

差引額 千円4,600,000

貸出コミットメント総額 千円29,000,000

借入実行残高 千円25,300,000

差引額 千円3,700,000

※５ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。 

※５ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。 

匿名組合出資金 千円800,000

短期借入金 千円15,400,000

短期借入金 千円25,300,000

 なお、匿名組合出資金は、関係会社が営業者である

匿名組合に対する出資金であります。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ その他の事業売上高の内訳は次のとおりでありま

す。 

※１ その他の事業売上高の内訳は次のとおりでありま

す。 

リゾートマンション付帯施設 

（クアハウス）収入 
千円75,849

開発業務受託料収入等 千円136,546

計 千円212,395

リゾートマンション付帯施設 

（クアハウス）収入 
千円85,693

開発業務受託料収入等 千円83,576

計 千円169,269

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額 

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額 

不動産売上原価 千円1,315,526 不動産売上原価 千円252,456

※３ 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 ※３ 主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

広告宣伝費 千円994,290

販売促進費 千円358,993

支払手数料 千円121,779

従業員給料・賞与 千円514,431

退職給付費用 千円49,117

減価償却費 千円17,787

租税公課 千円102,989

業務委託費 千円56,725

広告宣伝費 千円472,159

販売促進費 千円262,991

支払手数料 千円244,293

従業員給料・賞与 千円214,063

退職給付費用 千円27,342

減価償却費 千円14,768

租税公課 千円81,586

管理諸費  千円85,026

業務委託費 千円71,788

 なお、販売費に属する費用のおおよその割合は ％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

％であります。 

83

17

 なお、販売費に属する費用のおおよその割合は ％

であり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

％であります。 

82

18

※４ 当社販売物件購入者負担の固定資産税等についての

精算差額であります。 

※４          同左 

※５ 関係会社との取引 ※５ 関係会社との取引 

支払利息 千円239,095

受取配当金 千円124,409

支払利息 千円281,910

受取利息 千円5,561

受取配当金 

関係会社株式売却益 

千円

千円

194,941

144,644

 なお、上記の内、 千円は関係会社が営業者

である匿名組合からの配当金であります。 

122,659  なお、上記受取配当金の内、 千円は関係会

社が営業者である匿名組合からの配当金であります。

193,191
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前事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加4,186株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

当事業年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加2,370株は、単元未満株式の買取りによるものであります。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

普通株式（注）  24,525  4,186  －  28,711

合計  24,525  4,186  －  28,711

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数

（株） 

普通株式（注）  28,711  2,370  －  31,081

合計  28,711  2,370  －  31,081
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前事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（平成21年12月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度（平成22年12月31日） 

 子会社株式（貸借対照表計上額 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、記載しておりません。 

  

  

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

301,000

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年12月31日） 

当事業年度 
（平成22年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

繰越欠損金 千円1,941,965

たな卸資産評価損 千円1,055,373

退職給付引当金 千円108,580

その他 千円106,988

繰延税金資産小計 千円3,212,907

評価性引当額 千円△3,212,907

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債 

繰延税金負債合計 千円－

繰延税金資産の純額 千円－

繰延税金負債の純額 千円－

繰延税金資産 

繰越欠損金 千円2,252,965

たな卸資産評価損 千円666,815

退職給付引当金 千円42,773

その他 千円128,889

繰延税金資産小計 千円3,091,443

評価性引当額 千円△3,091,443

繰延税金資産合計 千円－

繰延税金負債 

繰延税金負債合計 千円－

繰延税金資産の純額 千円－

繰延税金負債の純額 千円－

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は課税所得が発生していないため記載して

おりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は課税所得が発生していないため記載して

おりません。 
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり純資産額 ６円96銭

１株当たり当期純損失 円 銭147 22

１株当たり純資産額 円 銭12 13

１株当たり当期純利益 円 銭5 18

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

前事業年度 当事業年度

純資産の部の合計額（千円）  156,379  272,759

普通株式に係る純資産額（千円）  156,379  272,759

純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式に係る当期末の純資産額との差額 

（千円） 

 －  －

普通株式の発行済株式数（株）  22,513,000  22,513,000

普通株式の自己株式数（株）  28,711  31,081

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
 22,484,289  22,481,919

前事業年度 当事業年度

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △3,310,335  116,530

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △3,310,335  116,530

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  22,485,895  22,483,132

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動（平成23年３月25日付）  

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

②取締役の異動 

 イ．就任予定取締役 

ロ．退任予定取締役  

ハ．就任予定監査役 

 ※山地進氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

ニ．退任予定監査役 

 ※鈴木基史氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

６．その他

 氏名  新役職    現役職 

 高橋 宏一  代表取締役社長 〈重任〉  同左 

 山本 敏之  取締役 〈重任〉  同左 

 内村 賢一  取締役 〈重任〉  同左 

 髙津 謙吉  取締役 〈新任〉 
 アーバンライフ住宅販売株式会社 

 代表取締役社長 

 氏名  現役職    退任後の予定 

 山中 定己  取締役   
 アーバンライフ住宅販売株式会社 

 取締役副社長（現任） 

 中村 仁  取締役    － 

 氏名  新役職    現役職 

 山地 進  監査役（非常勤）    － 

 氏名  現役職    退任後の予定 

 鈴木 基史  監査役（非常勤）    － 
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