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1.  平成23年3月期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

（注）当連結会計年度は決算日の変更により、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間となっております。 
このため、対前期増減率については記載しておりません。また、平成23年３月期の１株当たり当期純利益、自己資本当期純利益率および総資産経常利益率に
ついては、３ヶ月間の利益に対する数値となっております。 

(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 ％

23年3月期 1,951 ― 38 ― △17 ― △18 ―

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

（注）包括利益 23年3月期 △18百万円 （―％） 22年12月期 △118百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △0.82 ― △7.2 △0.1 2.0
22年12月期 △5.28 ― △36.3 △1.5 △1.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年12月期  2百万円

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

23年3月期 26,148 249 1.0 11.08
22年12月期 27,709 267 1.0 11.91

（参考） 自己資本   23年3月期  249百万円 22年12月期  267百万円

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

23年3月期 1,180 △44 △1,200 1,040
22年12月期 3,654 892 △4,601 1,105

2.  配当の状況 

(注) 当社は平成23年３月25日開催の第41回定時株主総会の決議により、決算日を12月31日から３月31日に変更しております。 

年間配当金 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 ％ ％

22年12月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

(注) 当連結会計年度は決算日の変更により、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間となっております。このため、対前期および対前年同四半
期増減率については記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 3,350 ― 140 ― 40 ― △60 ― △2.67

通期 5,550 ― 300 ― 125 ― 20 ― 0.89



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  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

〔(注)詳細は，13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） 

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3月期 22,513,000 株 22年12月期 22,513,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 31,531 株 22年12月期 31,081 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 22,481,619 株 22年12月期 22,483,132 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

（注）当事業年度は決算日の変更により、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間となっております。 
このため、対前期増減率については記載しておりません。また、平成23年３月期の１株当たり当期純利益については、３ヶ月間の利益に対する数値となっており
ます。 

(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 ％

23年3月期 1,684 ― 21 ― △25 ― △24 ―

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

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

23年3月期 △1.09 ―

22年12月期 5.18 ―

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3月期 25,626 248 1.0 11.04
22年12月期 27,079 272 1.0 12.13

（参考） 自己資本 23年3月期  248百万円 22年12月期  272百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

(注) 当事業年度は決算日の変更により、平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月間となっております。このため、対前期および対前年同四半期増
減率については記載しておりません。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、２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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,750 ― △60 ― △70 ― △3.11

通期 4,350 ― △30 ― △25 ― △1.11
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 当社グループは、平成23年１月１日より、主要取引先との事業年度の合致により、より効率的な事業運営の推進が期

待できることを目的として、当連結会計年度より当社の決算日を12月31日から３月31日に変更いたしました。これによ

り、当連結会計年度は平成23年１月１日から平成23年３月31日の３ヶ月決算となっておりますので、前連結会計年度と

の比較は行っておりません。 

  

(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、国内需要の回復感は乏しいものの新興国向け輸出の拡大に支えられ、全体

としては年初よりゆるやかな回復基調で推移しましたが、本年３月に発生した東日本大震災により、国内経済活動が

大きく停滞することが懸念されます。  

当不動産業界におきましては、平成２３年地価公示において下落基調は継続しているものの、その下落率は縮小

し、上昇・横ばい地点が増加するなど、これまでの下落基調に転換の動きがみられましたが、３月後半には東日本大

震災、特に福島原発事故に伴う電力供給制限による経済活動の低迷が懸念され、地価は下落の方向性が見受けられま

す。  

分譲マンション市場におきましても、関西圏におきまして新規発売戸数が前年度に比べ増加し、契約率も上昇基調

にありますが、首都圏を中心に震災の影響による販売の低迷が認められ、今後、関西圏におけるに影響が懸念されま

す。  

このような状況のもと当社グループは、販売力の強化による完成在庫の早期完売に注力し、あわせて安定収益拡大

のため賃貸事業の強化に取り組み、収益の向上ならびに財務基盤の改善に努めてまいりました。  

その結果、当連結会計年度の売上高は19億５千１百万円、営業利益３千８百万円、経常損失１千７百万円、当期純

損失１千８百万円となりました。 

  

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、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。   

 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14億３千７百万円、営業利益は１千２百万円となりまし

た。 

〔賃貸事業〕 

賃貸事業におきましては、当社分譲マンションの賃貸転換を推進し、新規賃貸稼働を拡大した結果、当連結会計年

度の賃貸収入は２億４千５百万円、営業利益は７千４百万円となりました。 

〔販売代理・仲介事業〕 

販売代理・仲介事業におきましては、営業力の強化を図り、集客力およ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１億６千８百万円、営業利益は６百万円となりました。 

〔その他の事業〕  

その他の事業におきましては、当連結会計年度のその他収入は１億円、営業損失は１百万円となりました。 

  

②次期の見通し 

 今後の我が国経済は、円高基調や原材料価格の高騰が続くなか、東日本大震災、特に電力需給問題が国内経済にも

たらすマイナスの影響は甚大であると予想され、当面、景気の低迷状態が続くものと思われます。 

 分譲マンション市場におきましては、新規発売物件の好調を受け、市況の回復が期待されていましたが、国内経済

の低迷を受け、購買マインドの低下、新規供給の抑制等、市況のマイナス要因顕在化が懸念されます。 

 このような状況の中で当社グループは、グループ一丸体制で、販売力の強化による完成在庫の早期完売および賃貸

事業収益の拡大、徹底したコスト削減による収益力の向上、利益の確保ならびに財務基盤の健全化を目指して事業を

推進してまいります。 

 次期の業績につきましては、売上高55億５千万円、経常利益１億２千５百万円、当期純利益２千万円を見込んでお

ります。 

１．経営成績
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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15億６千万円（前期比5.6%）減少し、261億４千８

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258億９千９百万円となり、前連結会計年度末と比較して15億４千１百万円（同5.6%）減少いたしま

した。主たる要因としては、借入金の返済によるものであります。 

純資産は当期純損失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１千８百万円（同7.0%）減少し、２

億４千９百万円となりました。 

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６千４百

万円減少し、「資金」の当連結会計年度末残高は、10億４千万円となりました。 

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、11億８千万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少12億５千８百万

円により資金が増加し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） 

投資活動により使用した資金は、４千４百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出であり

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、12億円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出でありま

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19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。  

なお、平成23年３月期は、決算日変更の経過期間につき３ヶ月間の変則決算となっており、営業キャッシュ・

フロー等の数値についても、３ヶ月間のものであります。 

   

  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 平成23年３月期

自己資本比率（％）  16.4  7.1  1.0  1.0  1.0

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 13.3  3.8  3.7  5.0  4.9

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
－ －  4.0  6.9  20.4

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ －  12.3  7.3  19.3
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(3)継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失を計上しましたが、営業キャッシュ・フローについて

は当連結会計年度を含め３期連続でプラスに推移しております。 

 当連結会計年度においては完成在庫を着実に減らすとともに、賃貸事業の推進による収益向上とこれまでのコスト

削減施策の効果により営業利益を計上することとなりました。 

 当社グループといたしましては、後記２．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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(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、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、当面は国内経済活動の停滞、低迷に伴う厳しい市場環境が予想され、購買マ

インドの低下、新規供給の抑制等、市況のマイナス要因顕在化が懸念されます。 

 このような状況の中で当社グループは、グループ一丸体制で、販売力の強化による完成在庫の早期完売および賃貸

事業の拡大、徹底したコスト削減による収益力の向上、利益の確保ならびに財務基盤の健全化を目指して事業を推進

してまいります。 

  

  

２．経営方針
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３．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22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,155,375 1,090,783

受取手形及び売掛金 129,804 164,695

販売用不動産 8,704,348 6,505,342

仕掛販売用不動産 17,742 17,742

開発用不動産 9,477,087 9,486,616

その他 398,852 135,524

貸倒引当金 △20,068 △15,065

流動資産合計 19,863,142 17,385,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,014,656 3,550,385

土地 3,803,120 4,177,400

その他（純額） 44,734 44,884

有形固定資産合計 6,862,511 7,772,670

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

その他 38,470 40,813

無形固定資産合計 281,756 284,099

投資その他の資産   

投資有価証券 71,054 70,727

その他 630,573 635,328

投資その他の資産合計 701,627 706,056

固定資産合計 7,845,895 8,762,826

資産合計 27,709,038 26,148,466
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 63,144 17,402

短期借入金 25,300,000 24,100,000

未払法人税等 21,392 4,492

前受金 217,394 265,726

預り金 443,471 391,845

その他 485,603 210,696

流動負債合計 26,531,006 24,990,163

固定負債   

退職給付引当金 256,180 247,671

繰延税金負債 431 296

その他 653,641 661,318

固定負債合計 910,253 909,286

負債合計 27,441,259 25,899,449

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 △3,033,418 △3,051,956

自己株式 △7,054 △7,084

株主資本合計 267,157 248,590

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 620 426

その他の包括利益累計額合計 620 426

純資産合計 267,778 249,017

負債純資産合計 27,709,038 26,148,466
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

不動産売上高 12,506,012 1,437,047

その他の事業収入 2,056,660 514,378

売上高合計 14,562,673 1,951,425

売上原価   

不動産売上原価 11,506,164 1,290,183

その他の事業原価 723,731 188,829

売上原価合計 12,229,895 1,479,012

売上総利益 2,332,777 472,412

販売費及び一般管理費 2,475,248 433,987

営業利益又は営業損失（△） △142,470 38,424

営業外収益   

受取利息 1,622 586

受取賃貸料 64,709 4,965

違約金収入 9,644 －

固定資産税等精算差額 3,576 4

持分法による投資利益 2,252 －

その他 26,938 6,589

営業外収益合計 108,745 12,145

営業外費用   

支払利息 424,260 60,461

その他 27,032 7,131

営業外費用合計 451,293 67,593

経常損失（△） △485,018 △17,022

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   

退職給付費用 59,454 －

特別損失合計 59,454 －

税金等調整前当期純損失（△） △102,816 △17,022

法人税、住民税及び事業税 15,858 1,515

法人税等合計 15,858 1,515

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △18,537

当期純損失（△） △118,675 △18,537
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △18,537

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △193

その他の包括利益合計 － ※2  △193

包括利益 － ※1  △18,731

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △18,731

少数株主に係る包括利益 － －
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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22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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 △2,914,743 △3,033,418

当期変動額   

当期純損失（△） △118,675 △18,537

当期変動額合計 △118,675 △18,537

当期末残高 △3,033,418 △3,051,956

自己株式   

前期末残高 △6,903 △7,054

当期変動額   

自己株式の取得 △150 △29

当期変動額合計 △150 △29

当期末残高 △7,054 △7,084

株主資本合計   

前期末残高 385,983 267,157

当期変動額   

当期純損失（△） △118,675 △18,537

自己株式の取得 △150 △29

当期変動額合計 △118,826 △18,567

当期末残高 267,157 248,590
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 917 620

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △193

当期変動額合計 △297 △193

当期末残高 620 426

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 917 620

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △193

当期変動額合計 △297 △193

当期末残高 620 426

純資産合計   

前期末残高 386,901 267,778

当期変動額   

当期純損失（△） △118,675 △18,537

自己株式の取得 △150 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △297 △193

当期変動額合計 △119,123 △18,761

当期末残高 267,778 249,017
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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22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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（△） △102,816 △17,022

減価償却費 93,464 32,973

引当金の増減額（△は減少） △234,561 △13,513

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 △1,622 △586

支払利息 424,260 60,461

持分法による投資損益（△は益） △2,252 －

売上債権の増減額（△は増加） 19,319 △34,890

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,408,402 1,258,061

仕入債務の増減額（△は減少） △5,483,470 △45,742

前受金の増減額（△は減少） △76,613 48,332

預り金の増減額（△は減少） △1,066,186 11,544

その他 620,545 △43,158

小計 4,156,811 1,256,458

利息及び配当金の受取額 3,243 553

利息の支払額 △497,429 △61,173

法人税等の支払額 △7,725 △15,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,654,899 1,180,407

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 △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 △98,738 △44,240

その他 △169 △585

投資活動によるキャッシュ・フロー 892,041 △44,825

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） 1,900,000 △1,200,000

長期借入金の返済による支出 △6,500,000 －

その他 △1,051 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,601,051 △1,200,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,110 △64,591

現金及び現金同等物の期首残高 1,159,486 1,105,375

現金及び現金同等物の期末残高 1,105,375 1,040,783
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 該当事項はありません。  

    

 当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

① 連結の範囲に関する事項 

 前連結会計年度まで連結子会社であったリズインベストメント有限会社については、平成22年10月の臨時株主

総会において解散の決議をし、平成23年３月に清算結了したため、連結子会社でなくなりました。 

  

② 連結決算日の変更に関する事項 

 平成23年３月25日開催の第41回定時株主総会において定款の一部変更が決議され、決算日を12月31日から３月

31日に変更いたしました。このため、経過期間である当連結会計年度は、平成23年１月１日から平成23年３月31

日の３ヶ月決算となっております。 

 また、これに伴い連結子会社であるアーバンライフ住宅販売株式会社も同様の決算日変更を行っております。 

  

①会計方針の変更  

  

②表示方法の変更  

  

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7)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22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

 前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失」の科目で表示しております。 

(8)追加情報

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３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。  

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

建物及び構築物 千円557,135

土地 千円374,279

合計 千円931,415
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当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益の内訳 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を

適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計

年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。  

   

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △118,972千円

計 △118,972千円

その他有価証券評価差額金 △297千円

計 △297千円
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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。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度
（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

アーバンライフ株式会社（8851） 平成23年3月期決算短信

－15－



当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

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、当社グループ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。 

 当社グループは、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」に関する一貫した事業を行っております。 

 したがいまして、当社グループは、事業内容を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、

「不動産販売」、「賃貸」、「販売代理・仲介」、「その他」を報告セグメントとしております。 

 なお、各報告セグメントの事業内容は以下のとおりであります。 

(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．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」と同一であります。 

 また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高又は振替高

は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

  

(注)１．セグメント利益の調整額△53,371千円には、セグメント間取引消去9,661千円、各報告セグメントに帰属しな

い全社費用△63,032千円が含まれております。全社費用は、主に管理部門の一般管理費であります。 

２．セグメント資産の調整額1,442,200千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに帰属

しない全社資産 千円が含まれております。全社資産の主なものは、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。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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、931,415千円を賃貸

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、有形固定資産及び無形固定

資産の増加額に含めております。この振替による損益に与える影響は軽微であります。  

５．当連結会計年度は、決算日変更の経過期間につき３ヶ月間の変則決算となっており、売上高等の数値について

も３ヶ月間のものであります。     

ｄ．セグメント情報

  

当連結会計年度
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

報告セグメント 
  

調整額  
(注)１．２
（千円）  

  

連結財務諸表
計上額  
(注)３  

（千円） 
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） 

売上高               

外部顧客への売上高  1,437,047 245,371 168,329 100,677  1,951,425  － 1,951,425

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 3,093 44,369 13,924  61,388 ( )61,388 －

計  1,437,047 248,465 212,699 114,601  2,012,813 ( )61,388 1,951,425

セグメント利益又は損失(△)  12,463 74,294 6,312 △1,273  91,796 ( )53,371 38,424

セグメント資産  16,036,730 8,208,250 208,741 252,542  24,706,265  1,442,200 26,148,466

その他の項目    

減価償却費  52 23,143 2,085 2,118  27,399  5,573 32,973

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 － 933,583 6,616 －  940,200  5,275 945,475

△59,137

1,501,338
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  （追加情報） 

 当連結会計年度より「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。 

 なお、前連結会計年度の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する

情報につきましては、報告セグメントが同様のため、組み替え表示しておりません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報の内容と同一であるため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。 

   

当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

   

当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

   

当連結会計年度（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

ｅ．関連情報

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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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。 

  

当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年３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22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭11 8

１株当たり当期純損失 銭82

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）  267,778  249,017

普通株式に係る純資産額（千円）  267,778  249,017

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）  31,081  31,531

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） 
 22,481,919  22,481,469

 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）  △118,675  △18,537

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △118,675  △18,537

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）  22,483,132  22,481,619

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動（平成23年６月24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．就任予定監査役 

  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

４．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 〈重任〉  同左 

 氏名  新役職    現役職 

 柏木 忠之  監査役（非常勤）    同左 
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