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1.  平成23年7月期第2四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年1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2四半期 11,932 15.1 △87 ― △249 ― △226 ―
22年7月期第2四半期 10,358 △68.2 363 ― 106 ― 200 ―

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2四半期 △23.41 ―
22年7月期第2四半期 20.77 ―

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2四半期 8,095 1,103 13.3 111.19
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2四半期  1,074百万円 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 ― 0.00
23年7月期 

（予想）
― 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、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 15,600 9.1 400 ― 110 ― 80 ― 8.28



(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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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2Q 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2Q 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2Q 9,660,641株 22年7月期2Q 9,660,722株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等

については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年3月24日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次
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当第２四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や新興国向け輸出の拡大によ

り、一部に景気の持ち直しの兆しがみられるものの、厳しい雇用情勢や個人消費等を背景に依然として

厳しい状況の中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、マンション市場は昨年を上回る供給は予想さ

れるものの、依然として経済全体の力強さが回復していない状況の中、不安定な動きが続くものと予想

されます。 

 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

金回収を可能とする事業・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２四半期連結累計期間における売上高は119億32百万円、（前年同四半期比15.1％

増）、営業損失87百万円（前年同四半期は３億63百万円の利益）、経常損失２億49百万円（前年同四半

期は１億６百万円の利益）、四半期純損失２億26百万円（前年同四半期は２億円の利益）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）、「エコロジー東陽町プ

ロセンチュリー」(東京都江東区)を売却した他、神奈川県横浜市鶴見区プロジェクトの持分譲渡、

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108億93百万円、セグメント

損失は１億38百万円となりました。 

  
〔 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８億93百万円、セグメント利益は１億27百万円となりました。 

  
〔 不動産仲介事業 〕 

不動産仲介事業においては「富岡西」他の仲介等により、売上高は86百万円、セグメント利益は

75百万円となりました。 

  
〔 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58百万円、セグメント利益は32百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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【資産・負債及び純資産の状況】 

当第２四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、103億69千万円減少し、

80億95百万円となりました。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98

億22百万円減少したことによるものです。 

 また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ101億44百万円減少し、69億92百万円となりま

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

100億27百万円減少したことによるものです。 

 純資産においては前連結会計年度末に比べ２億24百万円減少し、11億３百万円となりました。な

お、自己資本比率においては、前連結会計年度末より6.3ポイント増加し、13.3％となりました。 

  

  
【キャッシュ・フローの状況】 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ４億78百万円増加し、５億62百万円となりました。 

  
〔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98億21百万円減少したことから、97億98

百万円の収入（前年同四半期は49億37百万円の収入）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、固定資産の売却等により27百万円の収入（前年同四半期は

65百万円の収入）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93億47百万円の資金の支出（前年同

四半期は51億48百万円の支出）となりました。 

  

平成23年７月期の連結通期業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生いたしました「東北地

方太平洋沖地震」による影響は極めて軽微であり、平成22年12月27日に発表いたしました「販売用不動

産(信託受益権)の譲渡ならびに平成23年７月期第２四半期連結累計期間・連結通期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15,600百万円、営業利益400百万円、経常利益110百万円、四半

期純利益は80百万円となる見通しであります。 

 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。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

当第２四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。 

  

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けるたな卸資産の売却

と早期の資金回収を可能とする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、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通期におきま

して営業利益、経常利益ともに黒字化を実現する見込みであります。  

 したがいまして、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、連結財務諸表の「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２四半期連結会計期間末
(平成23年1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 576,620 791,902

売掛金 105,341 21,255

販売用不動産 307,376 7,895,304

仕掛販売用不動産 5,169,235 7,403,326

未収還付法人税等 － 200,604

その他 123,309 269,094

貸倒引当金 △2,540 △3,684

流動資産合計 6,279,343 16,577,802

固定資産

有形固定資産 814,015 851,464

無形固定資産 38,051 45,213

投資その他の資産

その他 1,106,128 1,132,455

貸倒引当金 △141,844 △141,510

投資その他の資産合計 964,283 990,945

固定資産合計 1,816,350 1,887,623

資産合計 8,095,693 18,465,426

負債の部

流動負債

買掛金 68,261 131,100

短期借入金 170,500 5,083,758

1年内返済予定の長期借入金 5,561,000 10,675,699

1年内償還予定の社債 25,000 25,000

未払法人税等 37,442 27,460

その他 502,186 530,948

流動負債合計 6,364,390 16,473,966

固定負債

社債 12,500 25,000

その他 615,176 638,083

固定負債合計 627,676 663,083

負債合計 6,992,066 17,137,050

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 △3,685,682 △3,459,499

自己株式 △485 △485

株主資本合計 1,077,093 1,303,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,884 △5,912

評価・換算差額等合計 △2,884 △5,912

新株予約権 29,417 31,010

純資産合計 1,103,626 1,328,375

負債純資産合計 8,095,693 18,465,426
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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８月１日
至 平成22年1月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年1月31日)

売上高 10,358,412 11,932,344

売上原価 9,179,551 11,655,882

売上総利益 1,178,861 276,462

販売費及び一般管理費 815,763 363,912

営業利益又は営業損失（△） 363,097 △87,449

営業外収益

受取利息 26,882 146

違約金収入 － 9,034

その他 25,319 4,858

営業外収益合計 52,201 14,040

営業外費用

支払利息 288,307 165,033

その他 20,930 10,763

営業外費用合計 309,237 175,796

経常利益又は経常損失（△） 106,061 △249,205

特別利益

債務消滅益 － 44,000

損害賠償収入 28,030 13,835

貸倒引当金戻入額 90,932 －

その他 6,761 2,402

特別利益合計 125,724 60,237

特別損失

固定資産除却損 9,572 －

固定資産売却損 － 3,790

早期退職関連費用 13,265 －

その他 246 －

特別損失合計 23,084 3,790

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

208,701 △192,758

法人税、住民税及び事業税 9,282 34,506

法人税等調整額 △1,224 △1,081

法人税等合計 8,058 33,425

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △226,183

四半期純利益又は四半期純損失（△） 200,643 △226,183
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年1月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年1月31日)

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

208,701 △192,758

減価償却費 19,306 18,841

固定資産売却損益（△は益） － 3,790

債務消滅益 － △44,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90,932 △809

受取利息及び受取配当金 △26,892 △158

支払利息 288,307 165,033

売上債権の増減額（△は増加） △912 △84,086

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,499,247 9,821,986

仕入債務の増減額（△は減少） △1,871,936 △62,839

その他 △205,594 166,200

小計 4,819,295 9,791,199

利息及び配当金の受取額 4,386 158

利息の支払額 △267,131 △172,437

法人税等の支払額 △4,787 △24,316

法人税等の還付額 358,104 200,604

賠償金の受取額 28,030 2,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,937,899 9,798,129

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 △23,080 △3,100

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 30,484

貸付金の回収による収入 90,203 205

その他 △1,742 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,381 27,589

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） △666,930 △4,913,258

リース債務の返済による支出 － △241

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △4,556,880 △5,414,699

社債の償還による支出 － △12,500

配当金の支払額 △442 △301

預金の担保による純増減額 75,443 693,656

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,148,810 △9,347,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,529 478,375

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 294,162 562,620
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該当事項はありません。 
  

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年8月1日 至 平成22年1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2四半期連結累計期間（自 平成22年8月1日 至 平成23年1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2四半期連結累計期間（自 平成22年8月1日 至 平成23年1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

【 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

8,947,720 1,114,533 42,353 253,805 10,358,412 ― 10,358,412

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は 
    振替高

― 2,400 ― 274 2,674 (2,674) ―

計 8,947,720 1,116,933 42,353 254,079 10,361,086 (2,674) 10,358,412

営業利益 119,343 274,577 24,990 244,045 662,957 (299,859) 363,097

【 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2四半期連結累計期間(自 平成22年8月1日 至 平成23年1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△184,512千円は、セグメント間取引消去△6,424千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△178,088千円であります。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損失と調整を行っておりま

す。 

  

(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。 

  

 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

原本残高の支払いを求める旨の訴訟提起がなされております。 

 現在、東京地方裁判所において、弁論が行われており、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

10,893,415 893,797 86,713 58,417 11,932,344 ― 11,932,344

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 5,600 ― 1,893 7,493 △7,493 ―

計 10,893,415 899,397 86,713 60,311 11,939,838 △7,493 11,932,344

セグメント利益       
又はセグメント損失(△)

△138,548 127,428 75,671 32,511 97,063 △184,512 △87,449

(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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