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1.  平成23年7月期第3四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年4月30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3四半期 12,451 △3.5 △154 ― △356 ― △342 ―
22年7月期第3四半期 12,897 △73.6 516 ― 174 ― 369 ―

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3四半期 △35.44 ―
22年7月期第3四半期 38.26 ―

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3四半期 7,903 1,023 12.6 102.88
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3四半期  993百万円 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） 

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。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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3Q 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3Q 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3Q 9,660,641株 22年7月期3Q 9,660,722株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の景気対策により一部持ち直しの傾向がみら

れるものの、依然厳しい雇用情勢や所得環境により国内民間需要の自律回復力はなお弱く、先行き不透

明感の拭えない状況の中で推移いたしました。 

 このような中、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の未曾有の被害は、全容が未だ明らか

になっておらず、現在も余震が続いていることに加え、原子力発電所被災問題の長期化に伴う放射能被

害への不安も払拭されておりません。また、東日本大震災による発電量の大幅な減少は、東日本経済に

大きな打撃を与えており、特にこの夏場の電力不足への対応への不安もあり、日本経済の先行きは不透

明な動きが続くものと予想されます。 

被災された皆様には心からのお見舞いと一日も早い地域の復興を祈る次第であります。 

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と販売状

況の好転により平成23年２月までは比較的堅調に回復してまいりました。 

 しかしながら、東日本大震災の発生に伴い、少なくとも震災後の３月における企業活動、特に販売活

動は自粛モードとなり、震災を受けた日本の金融機関における金融緩和強化策の影響も不透明ななか、

被災地外でも発生した土地液状化等による個人の住宅に対する消費マインドの変化など、今後の影響が

懸念されております。また、今回の震災の影響による建設資材や電力の不足による今後の工事期間の長

期化や建設費用の増加も危惧されるところであります。 

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３四半期連結累計期間における売上高は124億51百万円、（前年同四半期比3.5％

減）、営業損失１億54百万円（前年同四半期は５億16百万円の利益）、経常損失３億56百万円（前年同

四半期は１億74百万円の利益）、四半期純損失３億42百万円（前年同四半期は３億69百万円の利益）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109億62百万円、セグメント

損失は１億94百万円となりました。 

  

〔 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13億14百万円、セグメント利益は１億69百万円となりました。 

  

〔 不動産仲介事業 〕 

不動産仲介事業においては、大型不動産他の仲介等により、売上高は89百万円、セグメント利益

は77百万円となりました。 

  

〔 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95百万円、セグメント利益は53百万円となりました。 

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３四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、105億61百万円減少

し、79億３百万円となりました。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98億38百万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102億56百万円減少し、68億80百万円となり

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、１年内返済予定の長期借入金及び長

期借入金が合計で100億90百万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３億５百万円減少し、10億23百万円となりました。な

お、自己資本比率においては、前連結会計年度末より5.6ポイント増加し、12.6％となりました。 
  

【キャッシュ・フローの状況】 

当第３四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２億９百万円増加し、４億１百万円となりました。 

  

〔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、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が98億38百万

円減少したことから、97億12百万円の収入（前年同四半期は56億43百万円の収入）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27百万円の資金の収入（前年同

四半期は75百万円の収入）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、物件売却による返済等により長期及び短期借入金が103億

90百万円減少し、土地購入による長期借入金が３億円増加したことから、94億23百万円の資金の支

出（前年同四半期は59億67百万円の支出）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、現時点での変更はありません。 

  なお、当社では現時点において、東日本大震災による当社物件への被害は生じておりません。しかし

ながら、この地震による二次的災害として、首都圏においても、大規模な資材の調達不足や物流遅延、

電力不足に伴う工事期間の長期化や建設費用の高騰、放射線汚染による資産価値の下落、風評等による

消費者心理の悪化等が生じた場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。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３四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、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３四半期連結会計期間末
(平成23年4月30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 415,588 791,902

売掛金 104,106 21,255

販売用不動産 268,541 7,895,304

仕掛販売用不動産 5,191,495 7,403,326

未収還付法人税等 － 200,604

その他 83,526 269,094

貸倒引当金 △2,394 △3,684

流動資産合計 6,060,865 16,577,802

固定資産

有形固定資産 811,645 851,464

無形固定資産 34,008 45,213

投資その他の資産

その他 1,138,986 1,132,455

貸倒引当金 △141,731 △141,510

投資その他の資産合計 997,255 990,945

固定資産合計 1,842,909 1,887,623

資産合計 7,903,774 18,465,426

負債の部

流動負債

買掛金 49,332 131,100

短期借入金 170,500 5,083,758

1年内返済予定の長期借入金 3,978,000 10,675,699

1年内償還予定の社債 25,000 25,000

未払法人税等 30,927 27,460

その他 504,584 530,948

流動負債合計 4,758,345 16,473,966

固定負債

社債 － 25,000

長期借入金 1,520,000 －

その他 602,122 638,083

固定負債合計 2,122,122 663,083

負債合計 6,880,467 17,137,050
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年4月30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)

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 △3,801,835 △3,459,499

自己株式 △485 △485

株主資本合計 960,940 1,303,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 32,948 △5,912

評価・換算差額等合計 32,948 △5,912

新株予約権 29,417 31,010

純資産合計 1,023,306 1,328,375

負債純資産合計 7,903,774 18,465,426
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(2) 四半期連結損益計算書

 【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30日)

売上高 12,897,945 12,451,922

売上原価 11,217,265 12,070,372

売上総利益 1,680,680 381,550

販売費及び一般管理費 1,164,406 535,677

営業利益又は営業損失（△） 516,273 △154,127

営業外収益

受取利息 38,257 238

違約金収入 － 12,534

その他 34,398 5,139

営業外収益合計 72,656 17,913

営業外費用

支払利息 389,106 207,920

その他 25,705 12,732

営業外費用合計 414,811 220,652

経常利益又は経常損失（△） 174,118 △356,867

特別利益

債務消滅益 － 44,000

損害賠償収入 63,176 13,835

貸倒引当金戻入額 96,611 －

関係会社株式売却益 44,393 －

その他 8,747 2,662

特別利益合計 212,929 60,497

特別損失

固定資産除却損 9,647 －

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 23,159 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（△）

363,888 △300,160

法人税、住民税及び事業税 21,413 42,496

法人税等調整額 △27,126 △320

法人税等合計 △5,713 42,176

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △342,336

四半期純利益又は四半期純損失（△） 369,602 △342,336
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
至 平成22年４月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成23年４月30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（△）

363,888 △300,160

減価償却費 29,253 28,517

固定資産売却損益（△は益） △393 3,790

債務消滅益 － △44,000

関係会社株式売却損益（△は益） △44,393 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95,920 △1,069

受取利息及び受取配当金 △38,267 △250

支払利息 389,106 207,920

売上債権の増減額（△は増加） 1,645 △82,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,029,121 9,838,685

仕入債務の増減額（△は減少） △2,623,035 △81,767

その他 △400,331 192,487

小計 5,610,672 9,761,300

利息及び配当金の受取額 4,606 250

利息の支払額 △384,115 △212,995

法人税等の支払額 △8,578 △39,249

法人税等の還付額 358,104 200,604

賠償金の受取額 63,176 2,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,643,867 9,712,831

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 △23,980 △3,100

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 30,484

固定資産の除却による支出 △1,742 －

関係会社株式の売却による収入 1,329 －

貸付金の回収による収入 90,306 309

その他 9,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 75,412 27,693

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） △700,908 △4,913,258

リース債務の返済による支出 － △565

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 △5,146,400 △5,477,699

社債の発行による収入 50,000 －

社債の償還による支出 △100,000 △25,000

配当金の支払額 △521 △315

預金の担保による純増減額（△は増加） △69,226 693,656

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,967,057 △9,423,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,777 317,343

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 191,915 401,588
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該当事項はありません。 

  

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年8月１日 至 平成22年4月30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3四半期連結累計期間（自 平成21年8月１日 至 平成22年4月30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3四半期連結累計期間（自 平成21年8月１日 至 平成22年4月30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

10,899,171 1,679,295 63,693 255,785 12,897,945 ― 12,897,945

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は 
    振替高

― 4,800 ― 274 5,074 (5,074) ―

計 10,899,171 1,684,095 63,693 256,059 12,903,019 (5,074) 12,897,945

営業利益 195,872 431,195 45,419 244,316 916,804 (400,531) 516,273

【 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3四半期連結累計期間(自 平成22年8月１日 至 平成23年4月30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△258,996千円は、セグメント間取引消去△9,239千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△249,756千円であります。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利益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

元本残高の支払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

10,962,671 1,306,035 89,138 94,077 12,451,922 ― 12,451,922

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 8,600 ― 1,513 10,113 △10,113 ―

計 10,962,671 1,314,635 89,138 95,590 12,462,035 △10,113 12,451,922

セグメント利益       
又はセグメント損失(△)

△194,462 169,005 77,240 53,084 104,868 △258,996 △154,127

(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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