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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 1,550 △55.8 △83 ― △112 ― 234 ―
22年7月期第2四半期 3,506 △41.8 △1,792 ― △2,945 ― △3,318 ―

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 32.47 32.47
22年7月期第2四半期 △786.87 ―

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 13,974 308 2.2 16.63
22年7月期 15,296 70 0.4 4.48

（参考） 自己資本   23年7月期第2四半期  304百万円 22年7月期  66百万円

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） 
（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
当社の業績は当社保有不動産の売却時期によって大きく変動する可能性が高くなっております。特に、収益用不動産や土地などの主に法人向けを対象と
する不動産物件につきましては、買い手側のニーズはあるものの、買い手側に対する金融機関の融資状況によって、売却されるかどうかが左右される状
況が続いております。例えば、売買契約を締結したものの買主の資金調達が決済時期までに整わないケースや、買い手側に対する金融機関の融資の審
査期間が長期化し、その結果も不透明であるケースもあります。こうしたことから、平成23年7月期通期業績予想につきましては、慎重に精査する必要があ
るものと判断し、平成22年9月14日に公表した業績予想を一旦取り下げ、業績見通しが確定し次第公表する予定です。 



(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。業績予想に関する事項は、（添付資料）３ページ １．当四半期の連結業績に関する定
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】P４「その他の情報」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 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 9,006,575株 22年7月期  7,188,393株
② 期末自己株式数 23年7月期2Q  ―株 22年7月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期2Q 7,227,919株 22年7月期2Q 4,217,839株



 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

(Ａ種優先株式) 

 
  

(Ｂ種優先株式) 

 
  

(Ｃ種優先株式) 

 
  

(Ｄ種優先株式) 

 
  

(Ｅ種優先株式) 

 

種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

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 ― ― ― ― ―

23年７月期 ― ―

23年７月期 
(予想)

― ― ― 300.00 300.00

１株当たり配当金

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 ― ― ― ― ―

23年７月期 ― ―

23年７月期 
(予想)

― ― ― 300.00 300.00

１株当たり配当金

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 ― ― ― ― ―

23年７月期 ― ―

23年７月期 
(予想)

― ― ― 3.70 3.70

１株当たり配当金

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 ― ― ― ― ―

23年７月期 ― ―

23年７月期 
(予想)

― ― ― 3.70 3.70

１株当たり配当金

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 ― ― ― ― ―

23年７月期 ― ―

23年７月期 
(予想)

― ― ― 1.90 1.90
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資の持ち直しや企業収益の改善などの動きが

みられるものの、個人消費は伸び悩みが続き、また雇用情勢は依然として厳しい状況が続くなど、足踏み

状態が続いております。 

当社が属する不動産業界におきましては、低金利や政府による住宅取得促進政策（住宅取得資金の贈与

税の非課税枠拡大、住宅版エコポイント制度）などにより、堅調に推移し、平成22年の初月契約率の平均

は78.4％、販売価格も前年比4.0％増でした。首都圏の中古マンション市場につきましては、成約件数が

平成22年11月まで７カ月連続前年割れとなりましたが、平成22年12月には前年同期比プラスに転じ、平成

23年１月も前年同期比プラスとなっております。一方、主に法人向けの収益用不動産市況につきまして

は、オフィスビルの空室率の高止まりの影響や、金融機関による不動産向け融資の慎重姿勢の継続などの

影響もあり概して低調でした。 

こうした環境のなか、当社では収益用物件や土地、個人向け中古マンションの販売に注力してまいりま

した。個人向け中古マンションの販売は前年同期に比べて販売戸数、販売金額とも増加し比較的堅調に推

移したものの、法人向けの収益用不動産や土地などの販売が振るわず、売上高は15億50百万円（前年同期

比55.8％減）、営業損失は83百万円（前年同期は17億92百万円の営業損失）、経常損失は１億12百万円

（前年同期は29億45百万円の経常損失）、四半期純利益は２億34百万円（前年同期は33億18百万円の四半

期純損失）となりました。 

  

（セグメント別の概況） 

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

(1) 不動産再活事業 

個人向けの中古マンション再活事業は前年同期に比べ販売戸数、販売金額とも増加するなど比較的堅調

に推移しました。 

一方、主に法人向けを対象とした収益用物件や土地などの売上は、買い手側に物件取得ニーズはあるも

のの、買い手に対する金融機関による不動産向け融資姿勢の厳格化の影響を受け、低調に推移しました。

以上から、不動産再活事業の売上高は13億13百万円（前年同期比57.4％減）、営業利益は１億24百万円

（前年同期は16億48百万円の営業損失）となりました。 

(2) その他事業 

その他事業は、当社が保有する不動産物件の受取賃料収入、収入手数料等で構成されております。受取

賃料収入は保有不動産の売却に伴い受取賃料収入も減少しました。 

以上から、その他事業売上高は、２億36百万円（前年同期比43.6％減）、営業利益は26百万円（同

81.4％減）となりました。 

  

(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、139億74百万円（前連結会計年度末比13億21百万円の

減少）となりました。主な理由としては、不動産商品の販売による商品の減少であります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、136億66百万円（同15億58百万円の減少）となりまし

た。主な理由としては、不動産商品の販売に伴う短期借入金の減少であります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、３億８百万円（同２億37百万円の増加）となりまし

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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た。主な理由としては、四半期純利益２億34百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加によるもの

であります。以上の結果、自己資本比率は2.2％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は２億94百万円と、前連結会計年度末

の残高12億円と比べて、９億６百万円の減少となりました。 

（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、２億円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利

益２億37百万円やたな卸資産の減少による営業キャッシュ・フローの増加３億64百万円等があったもの

の、未払金等のその他流動負債の減少に伴う支出が７億86百万円発生したことなど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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、７百万円の増加となりました。これは、差入保証金の回収によ

る収入７百万円などを計上したことなど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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、７億13百万円の支出となりました。これは、物件の売却に伴う

短期借入金の減少６億13百万円、株式交付費の支払い１億円などによるものであります。 

  

当社の業績は当社保有不動産の売却時期によって大きく変動する可能性が高くなっております。特に、

収益用不動産や土地などの主に法人向けを対象とする不動産物件につきましては、買い手側のニーズはあ

るものの、買い手側に対する金融機関の融資状況によって、売却されるかどうかが左右される状況が続い

ております。例えば、売買契約を締結したものの買主の資金調達が決済時期までに整わないケースや、買

い手側に対する金融機関の融資の審査期間が長期化し、その結果も不透明であるケースもあります。こう

したことから、平成23年7月期通期業績予想につきましては、慎重に精査する必要があるものと判断し、

平成22年9月14日に公表した業績予想を一旦取り下げ、業績見通しが確定し次第公表する予定です。 

(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。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率等については、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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率を使用して一

般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

当社グループは、平成20年７月期連結会計年度から平成22年７月期連結会計年度まで３期連続で営業

損失、経常損失、当期純損失を計上しました。また、当第２四半期連結累計期間においても、営業損失

83百万円、経常損失１億12百万円を計上しております。これらの状況により、継続企業の前提に関する

重要事象等が存在しております。 

当社グループでは、前連結会計年度において、事業再生ＡＤＲ手続が成立し、また第三者割当による

普通株式、譲渡制限種類株式、優先株式の発行を行いました。そして、開発事業等からの撤退、中古マ

ンション再活事業への経営資源の集中、営業エリアの首都圏への集中など事業再生計画を推進しており

ます。 

以上により、当社グループは、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と判断してお

ります。 

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

(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 113,348 58,132

受取手形及び売掛金 － 31

たな卸資産 13,565,546 13,929,982

前渡金 39,737 63,577

預け金 181,320 1,142,584

その他 44,601 47,460

貸倒引当金 △11,823 △8,742

流動資産合計 13,932,731 15,233,027

固定資産

有形固定資産

有形固定資産合計 987 16,907

投資その他の資産

投資有価証券 5,433 2,774

長期滞留債権等 623,520 623,520

その他 35,701 43,560

貸倒引当金 △623,520 △623,520

投資その他の資産合計 41,135 46,335

固定資産合計 42,123 63,242

資産合計 13,974,854 15,296,269

負債の部

流動負債

短期借入金 11,366,883 11,980,064

1年内返済予定の長期借入金 140,229 140,229

未払法人税等 2,684 10,917

解約損失引当金 10,000 －

訴訟損失引当金 22,000 －

その他 1,658,093 2,592,251

流動負債合計 13,199,889 14,723,463

固定負債

長期借入金 279,720 279,720

退職給付引当金 13,072 13,345

長期未払金 173,960 208,760

固定負債合計 466,752 501,825

負債合計 13,666,642 15,225,288

純資産の部

株主資本

資本金 300,000 300,000

資本剰余金 － 8,462,898

利益剰余金 3,366 △8,694,237

株主資本合計 303,366 68,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 633 △2,025

評価・換算差額等合計 633 △2,025

新株予約権 4,212 4,346

純資産合計 308,212 70,981

負債純資産合計 13,974,854 15,296,269
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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 3,506,180 1,550,630

売上原価 4,813,465 1,239,597

売上総利益又は売上総損失（△） △1,307,285 311,032

販売費及び一般管理費 485,656 394,869

営業損失（△） △1,792,942 △83,836

営業外収益

受取利息 155 67

受取手数料 － 29,594

違約金収入 40,000 －

その他 66,718 12,664

営業外収益合計 106,873 42,327

営業外費用

支払利息 1,241,389 60,533

支払手数料 1,994 1,118

消費税相殺差損 15,489 8,941

その他 649 120

営業外費用合計 1,259,522 70,714

経常損失（△） △2,945,591 △112,223

特別利益

固定資産売却益 1,781 －

投資有価証券売却益 － 41

貸倒引当金戻入額 141,602 334

賞与引当金戻入額 4,473 －

償却債権取立益 － 664

新株予約権戻入益 － 786

解約損失引当金戻入額 － 50,000

債務免除益 71,500 319,800

特別利益合計 219,357 371,626

特別損失

上場違約金 10,000 －

損害賠償損失引当金繰入額 288,331 －

課徴金 281,550 －

訴訟損失引当金繰入額 － 22,000

その他 10,813 －

特別損失合計 590,694 22,000

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（△）

△3,316,928 237,403

法人税、住民税及び事業税 1,973 2,697

法人税等合計 1,973 2,697

少数株主損益調整前四半期純利益 － 234,705

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,318,902 234,705
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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11月１日
至 平成22年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 1,321,928 613,355

売上原価 2,165,796 467,144

売上総利益又は売上総損失（△） △843,867 146,210

販売費及び一般管理費 232,578 175,348

営業損失（△） △1,076,446 △29,137

営業外収益

受取利息 44 16

受取手数料 － 14,790

助成金収入 － 6,644

違約金収入 40,000 －

その他 18,773 3,976

営業外収益合計 58,818 25,428

営業外費用

支払利息 974,054 29,796

支払手数料 920 268

消費税相殺差損 6,072 4,121

その他 128 60

営業外費用合計 981,175 34,246

経常損失（△） △1,998,803 △37,955

特別利益

固定資産売却益 1,720 －

投資有価証券売却益 － 41

貸倒引当金戻入額 1,925 334

償却債権取立益 － 664

新株予約権戻入益 － 786

解約損失引当金戻入額 － 50,000

特別利益合計 3,645 51,826

特別損失

上場違約金 10,000 －

訴訟損失引当金繰入額 － 22,000

その他 2,242 －

特別損失合計 12,242 22,000

税金等調整前四半期純損失（△） △2,007,400 △8,129

法人税、住民税及び事業税 935 2,054

法人税等合計 935 2,054

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △10,183

四半期純損失（△） △2,008,335 △10,183
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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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△3,316,928 237,403

減価償却費 113 87

貸倒引当金の増減額（△は減少） △141,602 3,081

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,473 －

解約損失引当金の増減額（△は減少） △305,976 △50,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,028 △272

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） 288,331 －

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 22,000

受取利息及び受取配当金 △155 △67

支払利息 1,241,389 60,533

その他固定資産の増減額（△は増加） － 15,985

投資有価証券売却損益（△は益） 242 △41

固定資産売却損益（△は益） △1,781 －

売上債権の増減額（△は増加） 32 31

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,978,184 364,435

前渡金の増減額（△は増加） 244,073 23,840

その他の流動資産の増減額（△は増加） 44,302 2,859

仕入債務の増減額（△は減少） △76,150 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,776 19,754

前受金の増減額（△は減少） 8,100 4,000

その他の流動負債の増減額（△は減少） 260,185 △786,979

その他 △88,931 △34,814

小計 2,163,704 △118,162

利息及び配当金の受取額 155 67

利息の支払額 △80,915 △71,396

法人税等の支払額 △2,265 △10,931

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,080,679 △200,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 1,938 41

有形固定資産の取得による支出 △500 △154

有形固定資産の売却による収入 1,781 －

差入保証金の差入による支出 △41,300 －

差入保証金の回収による収入 12,006 7,738

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,072 7,626

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） △2,554,402 △613,181

株式交付費の支出 － △100,071

長期借入金の返済による支出 △3,500 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,557,902 △713,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △503,295 △906,048

現金及び現金同等物の期首残高 59,761 1,200,717

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 603,355 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 159,821 294,669
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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 事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分譲、新築オフィス

ビル等の販売 

(2) その他…賃料収入、収入手数料等 

  

  

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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21年８月１日 至 平成22年１月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループ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およ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。 

当社グループは、築年数の経過した中古マンションを仕入れ、リフォームなどのバリューアップを施し

て販売する「不動産再活事業」を主な事業とし、不動産再活事業に付随する不動産賃貸等を「その他事

業」として展開しております。 

(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〕

不動産再活事業
（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

3,086,608 419,572 3,506,180 ― 3,506,180

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,086,608 419,572 3,506,180 ― 3,506,180

営業損失（△） △1,648,615 144,763 △1,503,851 (289,090) △1,792,942

〔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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したがって、当社グループでは、「不動産再活事業」と「その他事業」を報告セグメントとしておりま

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８月１日  至  平成23年1月31日) 

 
(注）１．セグメント利益の調整額△235,598千円は、セグメント間取引消去7,934千円、各報告セグメントに配賦され

ない全社費用△243,532千円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書
（注）２不動産再活事業 その他事業

売上高

  外部顧客への売上高 1,313,924 236,705 1,550,630 ― 1,550,630

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― （―） ―

計 1,313,924 236,705 1,550,630 ― 1,550,630

セグメント利益 124,840 26,920 151,761 △235,598 △83,836

(6) 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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