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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注）決算日の変更により、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 ％

24年3月期第3四半期 4,110 ― 229 ― 78 ― 4 ―
23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 5百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 0.22 ―
23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 23,526 254 1.1
23年3月期 26,148 249 1.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  254百万円 23年3月期  249百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ― ―
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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
１． 決算日の変更により、対前期増減率は記載しておりません。 
２． 前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。 

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 5,290 ― 320 ― 105 ― 25 ― 1.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期連結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、添付資料
Ｐ．２「１．当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 22,513,000 株 23年3月期 22,513,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 33,923 株 23年3月期 31,531 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,479,624 株 23年3月期3Q ― 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災やタイ大洪水による企業の生産停滞、原発事故

に伴う電力不足問題、欧州債務危機、米国の景気回復の遅れ、新興国の景気減速懸念等々、自然災害や海外経済の

変調に加え、歴史的な円高も相俟って、景気の先行きは依然として不透明な状態で推移しております。 

 分譲マンション市場におきましても、この未曾有の大震災以降、立地、耐震性能が、以前にも増して安全・安心

な住宅を求めるお客様の購入意思決定に重要な選択肢となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは完成在庫の完売に向けた着実な販売および新たな販売代理契約の獲得、

ならびに賃貸事業の基幹である東神戸センタービル（神戸市東灘区）のテナントリーシングおよび管理コストの大

幅な削減に注力してまいりました。また、合理化策の一環として希望退職者の募集を実施し、その上グループの全

社員に対しコスト削減の意識改革を徹底的に行い、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、当第３四半期連結累計期間の売上高41億１千万円、営業利益２億２千９百万円、経常利益７千８百万

円、四半期純利益は４百万円となりました。 

 当社グループは、前連結会計年度より決算日を12月31日から３月31日に変更しております。このため、前連結会

計年度は平成23年１月１日から平成23年３月31日までの３ヶ月決算となっておりますので、前年同四半期との比較

は行っておりません。 

  

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、費用対効果を意識した効率的、かつ積極的な広告宣伝活動および販売活動を実施

し、阪神間に所在する完成在庫の販売に注力してまいりました。その他、神戸市東灘区鴨子ヶ原の土地2,652.09㎡を

売却しております。以上の結果、不動産販売事業の売上高は25億４千９百万円、営業利益は７百万円となりました。

〔賃貸事業〕 

賃貸事業におきましては、東神戸センタービル（神戸市東灘区）の運営の効率化および当社新築分譲マンションの

賃貸転換による新規賃貸稼働を積極的に拡大した結果、賃貸収入は８億５千万円、営業利益は２億９千１百万円とな

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、少数精鋭による営業力の強化を図り、集客力および成約率の向上に努め、ま

た各店舗の細部におよぶ徹底したコスト削減計画を実践した結果、販売代理・仲介事業の売上高は４億１千２百万

円、営業利益は２千６百万円となりました。 

〔その他の事業〕  

その他の事業におきましては、その他収入は２億９千８百万円、営業利益は３千５百万円となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は235億２千６百万円（前連結会計年度末比26億２千１百万円減）と

なりました。流動資産は、たな卸資産の減少等により118億３百万円（同55億８千２百万円減）、固定資産は、保

有目的変更により販売用不動産の一部を有形固定資産に振替えたことから117億２千３百万円（同29億６千１百万

円増）となりました。 

負債につきましては、流動負債が短期借入金の減少、預り金の減少等により、223億９千４百万円（同25億９千

５百万円減）、固定負債が退職給付引当金の減少、賃貸預り保証金の増加等により８億７千８百万円（同３千１百

万円減）となりました。 

また、純資産は四半期純利益の計上により２億５千４百万円（同５百万円増）となり、その結果、自己資本比率

は1.1％（同0.1ポイント増）となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況を勘案し、平成24年３月期の通期業績予想は、平成23年11月

８日に発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

 当社グループは、前々連結会計年度まで３期連続して営業損失を計上し、前連結会計年度では僅かながらも営業利

益を計上し、営業キャッシュ・フローについては３期連続プラスで推移しておりますが、なお経常損失は４期連続し

ております。 

 このため、販売力強化および賃貸転換により完成在庫を着実に減らすとともに、有利子負債の圧縮による金利負担

の軽減と役員報酬の削減、発注先の見直しによる経費の削減、グループ内を中心とした人員の再配置、社員給与のカ

ット、賞与の停止等々、徹底したコスト削減施策を行い、更なる合理化策として希望退職者の募集を実施いたしまし

た。 

 当第３四半期連結累計期間においては、これらの施策が功を奏し、営業利益、経常利益および四半期純利益を計上

いたしました。今後もこれらの施策による損益改善効果が見込まれる状況において、中長期的な戦略として後述の施

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、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ものと考えており、更なるコスト削減と販売力の一層の強化により財務基盤の安定化に

努め、営業利益の確保を目指してまいります。 

 なお、将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

   

 ※中長期的な戦略としての取組みは、以下のとおりであります。 

 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  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,090,783 811,010

受取手形及び売掛金 164,695 148,913

販売用不動産 6,505,342 1,637,899

仕掛販売用不動産 17,742 17,475

開発用不動産 9,486,616 9,080,997

その他 135,524 120,991

貸倒引当金 △15,065 △14,277

流動資産合計 17,385,640 11,803,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,550,385 5,368,866

土地 4,177,400 5,325,141

その他（純額） 44,884 51,269

有形固定資産合計 7,772,670 10,745,276

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

その他 40,813 37,058

無形固定資産合計 284,099 280,344

投資その他の資産   

投資有価証券 70,727 71,316

その他 635,328 627,021

投資その他の資産合計 706,056 698,338

固定資産合計 8,762,826 11,723,960

資産合計 26,148,466 23,526,970
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,402 17,306

短期借入金 24,100,000 21,800,000

未払法人税等 4,492 5,149

前受金 265,726 205,322

預り金 391,845 262,392

その他 210,696 104,577

流動負債合計 24,990,163 22,394,749

固定負債   

退職給付引当金 247,671 170,688

繰延税金負債 296 487

その他 661,318 706,869

固定負債合計 909,286 878,045

負債合計 25,899,449 23,272,795

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 △3,051,956 △3,047,062

自己株式 △7,084 △7,211

株主資本合計 248,590 253,356

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 426 818

その他の包括利益累計額合計 426 818

純資産合計 249,017 254,175

負債純資産合計 26,148,466 23,526,970
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高  

不動産売上高 2,549,381

その他の事業収入 1,561,255

売上高合計 4,110,636

売上原価  

不動産売上原価 2,338,420

その他の事業原価 569,252

売上原価合計 2,907,672

売上総利益 1,202,964

販売費及び一般管理費 973,391

営業利益 229,572

営業外収益  

受取利息 863

受取賃貸料 10,859

その他 10,060

営業外収益合計 21,782

営業外費用  

支払利息 169,870

その他 3,100

営業外費用合計 172,971

経常利益 78,384

特別損失  

退職給付費用 11,070

特別退職金 58,778

特別損失合計 69,848

税金等調整前四半期純利益 8,535

法人税、住民税及び事業税 3,642

法人税等合計 3,642

少数株主損益調整前四半期純利益 4,893

四半期純利益 4,893
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,893

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 392

その他の包括利益合計 392

四半期包括利益 5,285

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 5,285

少数株主に係る四半期包括利益 －

アーバンライフ㈱　（8851）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－7－



  該当事項はありません。 

   

   

当第３四半期連結累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

１．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 

（単位：千円）

(注)１．セグメント利益の調整額△131,330千円には、セグメント間取引消去45,150千円、各報告セグメントに

帰属しない全社費用△176,480千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．セグメント利益は、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。  

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントごとの資産に関する情報 

 当第３四半期連結累計期間において、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、

3,048,620千円を賃貸事業に振替を行っております。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント   
調整額 
(注)１ 

  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２ 不動産販売 賃貸

販売代理・ 
仲介 その他 計

売上高               

外部顧客への売上高  2,549,381 850,429 412,138 298,687  4,110,636  － 4,110,636

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 9,297 74,257 34,797  118,352 ( )118,352 －

計  2,549,381 859,726 486,395 333,485  4,228,989 ( )118,352 4,110,636

セグメント利益  7,419 291,312 26,742 35,428  360,903 ( )131,330 229,572

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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