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1. 平成23年６月期第１四半期の業績（平成22年７月１日～平成22年９月30日）

 (1) 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６月期第１四半期 310 △89.3 △149 － △180 － △184 －

22年６月期第１四半期 2,917 52.4 △6 － △42 － △40 －

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６月期第１四半期 △4,352 93 －

22年６月期第１四半期 △1,205 23 －

 (2) 財政状態

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６月期第１四半期 3,885 719 18.4 16,840 59

22年６月期 3,816 966 25.2 22,693 52

(参考) 自己資本 23年６月期第１四半期 714百万円 22年６月期 963百万円

2. 配当の状況

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６月期 － 0 00 － 1,500 00 1,500 00

23年６月期 －

23年６月期(予想) 0 00 － 1,500 00 1,500 00

3. 平成23年６月期の業績予想（平成22年７月１日～平成23年６月30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)

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) 1,500 △80.1 △200 － △300 － △302 － △7,113 58

通期 6,000 △43.4 330 56.7 150 51.7 145 48.6 3,415 46



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 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いませ

ん。 

  

・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「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「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年６月期１Ｑ 44,286株 22年６月期 44,286株

② 期末自己株式数 23年６月期１Ｑ 1,832株 22年６月期 1,832株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年６月期１Ｑ 44,286株 22年６月期１Ｑ 34,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、

動画等については、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22年11月12日（金）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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 当第１四半期におけるわが国経済は、年初においては政府施策等により緩やかな回復傾向がみられたも

のの、引き続く円高・株安と継続的なデフレにより、国内企業を取り巻く景気環境は全般的に悪化し、所

得環境や雇用情勢も依然として厳しい状況で推移し、閉塞感が増しております。また、アメリカ経済は一

時的な浮揚感がみられたものの、実質数値は良化せず、昨年来の西欧諸国の財政問題も解決されないま

ま、世界経済を牽引してきた中国経済は中国政府のインフレ抑制策と通貨政策等により、世界経済は先行

き不透明感を増してきております。  

 当社の事業領域であります不動産業におきましては、低金利の継続、住宅ローン減税や住宅版エコポイ

ント制度等の政策支援により、戸建住宅並びに分譲マンション販売は堅調に推移しており、特に分譲マン

ションの中心的供給者であります大手不動産業者の新規分譲販売は価格に割安感もあり好調であると思わ

れます。一方、金融機関の不動産セクターへの新規開発融資への厳格な姿勢は続いており、新興・中堅デ

ベロッパーを取り巻く環境は依然として予断を許さない状況が続いておりますが、引き続く円高が輸出関

連企業に悪影響を与え、新規融資先の模索から不動産セクターへの新規融資の見直しが始まるとの希望も

見え始めました。  

 このような事業環境にありまして、当社は前々事業年度の第12期(平成20年７月～平成21年６月)におい

て全損失を集中させるとともに、保有する着工済不動産を全て売却することにより、金融機関からの新規

融資を得るというリスタート計画を策定して順調に実行いたしました。当該期は全損失を集中したために

赤字決算となりましたが、前事業年度の第13期(平成21年７月～平成22年６月)には黒字転換を果たすこと

ができ、高コスト物件でありました既存の販売在庫の一掃も完遂いたしております。  

 また、第13期後半には着工凍結物件『アジールコフレ三軒茶屋』・『アジールコフレ渋谷神泉』を分譲

用コンパクトマンションとして再着工し、当事業年度の第14期(平成22年７月～平成23年６月)下期の竣

工・販売に向けて現在順調に工事並びに分譲準備が進行している一方、リスタート計画の最終目的である

新規融資につきましても、第13期下期に「りそな銀行」と「東日本銀行」からの新規融資２物件『アジー

ルコート白金高輪』・『グランアジール大倉山』に引き続き、当第14期第１四半期の本年９月には「ダイ

ヤモンドアセットファイナンス株式会社」からの新規融資により代々木に投資用ワンルームマンション用

地を購入いたしました。なお、「りそな銀行」からの新規融資にて開発中の投資用ワンルームマンション

『アジールコート白金高輪』は既に株式会社明和住販と販売契約が締結済であり、「東日本銀行」からの

新規融資にて開発中の分譲用ファミリーマンション『グランアジール大倉山』は本年９月の第１期分譲分

（全46戸中30戸）が即日契約完売いたしております。  

 このように、当社リスタート計画は順調に推移しておりますが、リスタート計画により前事業年度にお

いて再着工した２物件及び前事業年度において購入した新規開発用土地２物件はいずれも竣工・引渡が当

下期に集中するため、当第１四半期におきましては、残念ながら自社開発物件の売上計上はなく、他社開

発のファミリーマンションの新築残戸買取再販事業における１物件（13戸）のみを主な売上計上とする結

果となりました。  

 この結果、当第１四半期累計期間における当社の業績は、売上高310百万円（前年同四半期比89.3％

減）、営業損失149百万円（前年同四半期は営業損失6百万円）、経常損失180百万円（前年同四半期は経

常損失42百万円）、四半期純損失184百万円（前年同四半期は四半期純損失40百万円）となりました。  

 各事業内容別の業績は以下のとおりであります。 なお、当社は、「３．四半期財務諸表（５）セグメ

ント情報等」に記載のとおり、投資用・分譲用マンションの開発・仕入及び販売を主体とする不動産事業

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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の単一セグメントであるため、不動産事業内容別に記載しております。  

（不動産開発販売）  

 ワンルームマンション又はファミリーマンションの販売実績はありません（前年同四半期の売上高

2,609百万円）。  

（不動産仕入販売）  

 新築残戸買取再販事業１物件（13戸）のエンドユーザー向け販売により、売上高288百万円（前年同四

半期比4.7％増）となりました。 

（その他）  

 不動産賃貸業等により、売上高22百万円（前年同四半期比31.9％減）となりました。  

  

当四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ68百万円増加し、3,885百万円となりました。これ

は主として現金及び預金が594百万円減少した一方で、新規開発用土地等の購入に伴い仕掛販売用不動産

が421百万円及び新築残戸物件や中古マンション等の購入に伴い販売用不動産（他社開発物件）が235百万

円増加したことによるものであります。  

 負債は、前期末に比べ316百万円増加し、3,166百万円となりました。これは主として短期借入金が174

百万円、１年内返済予定の長期借入金275百万円及び長期借入金が53百万円増加した一方で、買掛金が81

百万円、未払消費税等が130百万円減少したことによるものであります。  

 純資産は、前期末に比べ247百万円減少し、719百万円となりました。これは主として四半期純損失を

184百万円計上したことと利益剰余金の配当63百万円の計上に伴い株主資本が減少したことによるもので

あります。  

当四半期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、前期末に比べ650百万円

減少し、741百万円となりました。    

（営業活動によるキャッシュ・フロー）                  

 営業活動により支出した資金は、1,049百万円（前年同四半期は586百万円の獲得）となりました。 こ

れは主に、たな卸資産が不動産開発物件等の新規取得により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）                 

 投資活動により支出した資金は、55百万円（前年同四半期は5百万円の支出）となりました。 これは主

に、定期預金の預入による支出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）                  

 財務活動により獲得した資金は、454百万円（前年同四半期は1,052百万円の支出）となりました。これ

は主に、不動産開発事業に関する新規借入金の増加によるものであります。  

  

平成22年６月期決算発表時（平成22年８月12日）に発表した業績予想について、第２四半期累計期間及

び通期とも現時点では変更はありません。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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固定資産の減価償却の算定方法  

当第１四半期会計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、定率法を採用している資産につい

ては、事業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。  

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除却債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「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、当第１四半期累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ182千円、税引前四半期純損

失は4,125千円増加しております。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費

用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間では区分掲記することとしております。な

お、前第１四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は4,482千円でありま

す。 

  

当社はリスタート計画に基づき着工を一時凍結した結果、前事業年度には再着工しているものの、建

設工事の竣工時期や販売時期が融資を受けた当初時点の計画から変更されているため、資金融資元であ

る金融機関に当初約定期限での返済履行が困難なプロジェクト借入金が依然として存在しております。

したがいまして、当第１四半期会計期間末においても、前事業年度末と同様に将来にわたって事業活動

を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が発生していると認識しておりま

す。  

 当社はこのような状況に対応するため、金融機関と適時に情報交換を行うとともに必要に応じて事前

に個別協議を行っており、開発・販売期間等を考慮した返済期限延長の方向で、基本的な認識を得てお

ります。  

 上記のとおり、当社は重要な疑義を生じさせるような事象または状況に対して必要と思われる対応を

行っており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような不確実性は

ないものと判断しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 797,357 1,391,771

販売用不動産 362,021 126,043

仕掛販売用不動産 2,261,836 1,840,157

貯蔵品 3,326 9,266

その他 82,130 62,577

流動資産合計 3,506,672 3,429,816

固定資産

有形固定資産 218,279 220,550

無形固定資産 22,426 24,437

投資その他の資産 138,602 142,179

固定資産合計 379,307 387,167

資産合計 3,885,979 3,816,983

負債の部

流動負債

買掛金 57,615 139,253

短期借入金 210,808 36,000

1年内返済予定の長期借入金 2,305,660 2,030,660

未払法人税等 906 2,788

賞与引当金 13,767 －

その他 197,328 314,812

流動負債合計 2,786,086 2,523,514

固定負債

長期借入金 375,590 322,005

その他 5,145 5,105

固定負債合計 380,735 327,110

負債合計 3,166,821 2,850,624

純資産の部

株主資本

資本金 705,083 705,083

資本剰余金 199,204 199,204

利益剰余金 △149,531 98,949

自己株式 △39,806 △39,806

株主資本合計 714,950 963,430

新株予約権 4,207 2,928

純資産合計 719,157 966,359

負債純資産合計 3,885,979 3,816,983
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 2,917,905 310,884

売上原価 2,734,981 260,570

売上総利益 182,923 50,314

販売費及び一般管理費 189,192 199,393

営業損失（△） △6,269 △149,079

営業外収益

受取利息 128 75

協賛金収入 － 190

保険解約返戻金 199 －

その他 4 7

営業外収益合計 332 273

営業外費用

支払利息 32,145 17,892

支払手数料 － 13,920

その他 4,482 －

営業外費用合計 36,628 31,812

経常損失（△） △42,564 △180,618

特別利益

固定資産売却益 573 －

特別利益合計 573 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,943

特別損失合計 － 3,943

税引前四半期純損失（△） △41,991 △184,561

法人税、住民税及び事業税 72 237

法人税等調整額 △1,086 －

法人税等合計 △1,014 237

四半期純損失（△） △40,977 △184,799
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △41,991 △184,561

減価償却費 5,404 4,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 390 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,205 13,767

固定資産売却損益（△は益） △573 －

受取利息及び受取配当金 △128 △75

支払利息 32,145 17,892

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,463,423 △651,716

未払消費税等の増減額（△は減少） － △130,673

仕入債務の増減額（△は減少） △895,212 △81,637

その他 36,886 △21,166

小計 608,550 △1,029,945

利息及び配当金の受取額 128 75

利息の支払額 △22,547 △19,033

法人税等の支払額 △25 △410

営業活動によるキャッシュ・フロー 586,105 △1,049,313

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 △6,000 △56,000

有形固定資産の取得による支出 △3,445 －

有形固定資産の売却による収入 1,315 －

敷金及び保証金の回収による収入 2,800 －

その他 － 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,329 △55,970

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） 410,000 174,808

長期借入れによる収入 － 367,000

長期借入金の返済による支出 △1,433,315 △38,415

配当金の支払額 △28,851 △48,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,052,166 454,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,390 △650,413

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,673 1,391,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 535,282 741,357
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当第１四半期累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

当社は、投資用・分譲用マンションの開発・仕入及び販売を主体とする不動産事業の単一セグメント

であるため、記載を省略しております。 

  (追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象
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