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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12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 ％

22年9月期第1四半期 119 △8.4 △40 ― △51 ― △19 ―

21年9月期第1四半期 130 ― △46 ― △48 ― △31 ―

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

22年9月期第1四半期 △742.56 ―

21年9月期第1四半期 △1,106.26 ―

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

22年9月期第1四半期 2,053 1,068 52.0 41,541.49
21年9月期 2,318 1,087 46.9 42,297.21

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,067百万円 21年9月期  1,087百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

21年9月期 ― ― ― ― ―

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

422 △37.0 △17 ― △10 ― △11 ― △438.11

通期 1,267 △20.9 29 ― 34 ― 28 ― 1,089.74
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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) 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  有  
（注） 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】   4. その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因に
より予想値と異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 28,404株 21年9月期  28,404株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  2,696株 21年9月期  2,696株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 25,708株 21年9月期第1四半期 28,404株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的金融不安や景気後退への各国の対応によ

り、世界経済は落ち着きを取り戻しつつあり、景況感もやや持ち直したかに見えます。しかしながら経済

の自律回復に至るには程遠く、長期的な物価下落によるデフレや国外の景気下振れの影響等から企業収益

の大幅減収が相次ぎ、所得や雇用情勢は依然厳しい状況で推移しております。不動産市場においては、金

融機関の融資姿勢に緩和傾向が見られ、一部の不動産会社や不動産投資ファンド、事業法人等による取引

事例が見られるようになり、停滞していた不動産売買市場の回復の兆しをみせてきております。 

 このような環境の中、当社グループは、引き続き財務内容に配慮しつつ、優良な収益不動産や開発用地

への投資に注力するとともに、前期より着手しました新規事業の収益規模の拡大に努めてまいりました。

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は119,972千円（前年同期比8.4％減）、営業損

失は40,210千円（前年同期実績は営業損失46,877千円）、経常損失は51,361千円（同経常損失48,927千

円）、四半期純損失は19,089千円（同四半期純損失31,422千円）となりました。  

    

 各事業種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。  

  

（プリンシパルインベストメント事業）  

  プリンシパルインベストメント事業につきましては、中小型レジデンス開発物件や中古のリセール物件

の確保を積極的に進めてまいりました。以上の結果、売上高は12,180千円（前年同期比75.9％減）、営業

損失は10,912千円（前年同期実績は営業損失5,437千円）となりました。 

  

（アセットマネジメント事業）  

  アセットマネジメント事業につきましては、アセットマネジメント業務受託中のSPC（不動産投資特別

目的会社）に対する資産価値の維持・向上業務に注力するとともに、エンド市場をメインターゲットに仲

介等のソリューション事業を推進してまいりました。以上の結果、売上高は13,659千円（前年同期比

61.2％増）、営業利益14,268千円（同2,811.0％増）となりました。 

  

（セールスプロモーション事業）  

  セールスプロモーション事業につきましては、不動産業（ハウジングアドバイザー・受付スタッフ・リ

ーシングサポーター・コンシェルジュスタッフ等）を中心に、フードサービス、アミューズメント業、官

公庁向けへの人材派遣件数の拡大に努めました。以上の結果、売上高は45,063千円（前年同期比37.4％

減）、営業利益1,073千円（同82.8％減）となりました。 

  

（アウトソーシングサービス事業）  

 アウトソーシング事業につきましては、大手レンタル収納スペース管理会社、物流会社を始めとした既

存顧客からの受託件数のさらなる積み上げを推進してまいりました。以上の結果、売上高49,069千円、営

業利益2,985千円となりました。  

※アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パルマが 

  行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。  

  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況  

 （総資産） 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、2,053,054千円（前連結会計年度末比11.4％減）  

  となりました。 

 （流動資産）  

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,021,510千円（前連結会計年度 

  末比19.0％減）となりました。これは主に、販売用不動産が132,145千円増加した一方で、連 

  結子会社の連結範囲の除外に伴い、仕掛販売用不動産が335,392千円減少したことによるもの 

  であります。 

 （固定資産）     

  当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,031,544千円（前連結会計年度 

  末比2.4％減）となりました。これは主に、当社グループの本社移転等により有形固定資産が  

  6,161千円、差入保証金が22,526千円減少したことによるものです。 

 （流動負債）     

  当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、194,600千円（前連結会計年度末 

  比57.1％減）となりました。これは主に、一年内返済予定の長期借入金が190,000千円減少し 

  たこと及び移転損失引当金が22,449千円減少したことによるものであります。  

 （固定負債）     

  当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、790,009千円（前連結会計年度末   

  比1.7％増）となりました。重要な変動はありません。 

 （純資産）   

  当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,068,444千円（前連結会計年度末 

  比1.8％減）となりました。これは主に、四半期純損失の計上19,089千円によるものでありま 

  す。この結果、自己資本比率は52.0％となりました。  

 ②連結キャッシュ・フローの状況  

当第１四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23,988千円増加し795,017千円となりました。 

また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動に使用した資金は、170,319千円（前年同四半期は

306,983千円の資金の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失20,086千円の計

上、たな卸資産の増加額133,375千円及び移転損失引当金の減少額12,363千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、29,324千円（前年同四半期は

25,609千円の資金の増加）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6,391千円、連

結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却（株式会社パルマSVC株式の譲渡）による収入32,527千円及び

敷金の回収による収入3,555千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によって得られた資金は、169,100千円（前年同四半期

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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は125,530千円の資金の減少）となりました。これは、長期借入金の返済による支出190,000千円、長

期預り金の受入による収入340,200千円及び長期借入れによる収入18,900千円によるものです。 

  

平成22年９月期の第２四半期連結累計会計期間（平成21年10月１日～平成22年３月31日）及び通期の業

績予想につきましては、変更はありません。 

  

 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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 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

(3) 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
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5.【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１四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 795,017 771,029

売掛金 19,664 32,912

販売用不動産 132,145 －

仕掛販売用不動産 － 335,392

その他 90,881 145,867

貸倒引当金 △16,198 △24,175

流動資産合計 1,021,510 1,261,026

固定資産   

有形固定資産   

建物 212,470 －

土地 704,142 704,142

その他 10,318 228,950

有形固定資産合計 926,931 933,092

無形固定資産 16,087 19,372

投資その他の資産   

投資有価証券 22,850 21,090

長期貸付金 36,058 27,999

その他 33,206 55,810

貸倒引当金 △3,589 △146

投資その他の資産合計 88,525 104,753

固定資産合計 1,031,544 1,057,219

資産合計 2,053,054 2,318,246

負債の部   

流動負債   

買掛金 81 1,093

短期借入金 36,770 36,770

1年内返済予定の長期借入金 － 190,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 467 857

移転損失引当金 － 22,449

その他 137,281 182,320

流動負債合計 194,600 453,491

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期預り金 752,788 754,290

その他 17,221 2,511

固定負債合計 790,009 776,801

負債合計 984,610 1,230,293
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 317,513 317,513

資本剰余金 247,513 247,513

利益剰余金 533,170 552,260

自己株式 △28,081 △28,081

株主資本合計 1,070,116 1,089,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,168 △1,829

評価・換算差額等合計 △2,168 △1,829

少数株主持分 495 576

純資産合計 1,068,444 1,087,952

負債純資産合計 2,053,054 2,318,246
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 130,980 119,972

売上原価 98,739 50,193

売上総利益 32,241 69,779

販売費及び一般管理費 79,118 109,990

営業損失（△） △46,877 △40,210

営業外収益   

受取利息 1,141 1,101

受取配当金 64 40

匿名組合投資利益 1,295 －

匿名組合分配益 － 1,502

その他 158 475

営業外収益合計 2,660 3,119

営業外費用   

支払利息 3,188 1,194

投資有価証券売却損 300 －

持分法による投資損失 1,201 507

匿名組合分配損 － 4,914

貸倒引当金繰入額 － 3,872

その他 20 3,781

営業外費用合計 4,710 14,270

経常損失（△） △48,927 △51,361

特別利益   

関係会社株式売却益 － 26,934

その他 － 4,349

特別利益合計 － 31,284

特別損失   

固定資産売却損 － 8

関係会社清算損 1,044 －

特別損失合計 1,044 8

税金等調整前四半期純損失（△） △49,972 △20,086

法人税、住民税及び事業税 90 197

法人税等還付税額 － △1,113

法人税等調整額 △18,583 －

法人税等合計 △18,493 △915

少数株主損失（△） △57 △80

四半期純損失（△） △31,422 △19,089
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12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損失（△） △49,972 △20,086

減価償却費 872 5,282

のれん償却額 － 571

貸倒引当金の増減額（△は減少） △513 4,777

移転損失引当金の増減額（△は減少） － △12,363

受取利息及び受取配当金 △1,205 △1,142

支払利息 3,188 1,194

投資有価証券売却損益（△は益） 300 －

匿名組合投資損益（△は益） △1,295 －

匿名組合分配損益（△は益） － 3,411

関係会社株式売却損益（△は益） － △26,934

関係会社清算損益（△は益） 1,044 －

持分法による投資損益（△は益） 1,201 507

固定資産売却損益（△は益） － 8

売上債権の増減額（△は増加） △3,116 5,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △207,981 △133,375

仕入債務の増減額（△は減少） △4,159 △1,012

その他 △29,106 2,113

小計 △290,744 △171,376

利息及び配当金の受取額 152 40

利息の支払額 △2,528 △262

法人税等の還付額 － 1,519

法人税等の支払額 △13,862 △240

営業活動によるキャッシュ・フロー △306,983 △170,319

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 △2,000 －

有形固定資産の取得による支出 － △6,391

有形固定資産の売却による収入 － 50

無形固定資産の取得による支出 △320 △417

投資有価証券の取得による支出 △2,374 －

投資有価証券の売却による収入 2,605 －

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

関係会社の清算による収入 36,947 －

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
収入

－ 32,527

貸付けによる支出 △4,250 －

敷金の回収による収入 － 3,555

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,609 29,324
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 50,000 －

長期借入れによる収入 － 18,900

長期借入金の返済による支出 △125,530 △190,000

社債の償還による支出 △50,000 －

長期預り金の受入による収入 － 340,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,530 169,100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,904 28,105

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,989 771,029

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 600,085 795,017
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該当事項はありません。 

  

1 事業の種類別セグメント情報  

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 各区分の主な事業内容  

     （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却  

     （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介  

     （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣  

  

  当第１四半期連結累計期間（自  平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 各区分の主な事業内容  

         （1）プリンシパルインベストメント事業・・・・・・開発用不動産の仕入、開発及び売却 

     （2）アセットマネジメント事業・・・・・・・・・・アセットマネジメント、不動産仲介 

     （3）セールスプロモーション事業・・・・・・・・・人材派遣 

         （4）アウトソーシングサービス事業・・・・・・・・保管サービス事業者向け入金管理・滞納保証業務、 

                                  派遣スタッフ・ アルバイト向け給与日前給料希望  

                                                          日払いサービス  

     ３ 事業区分の追加 

         アウトソーシングサービス事業は、前第３四半期連結会計期間末より連結子会社となりました株式会社パ 

        ルマが行っている事業であり、当該事業セグメントを新設しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

プリンシパル 
インベストメント 

事業 
（千円）

アセット
マネジメント 

事業 
（千円）

セールス
プロモーション

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

50,469 8,475 72,035 130,980 ― 130,980

(2)  セグメント間の 
      内部売上高 
      又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 50,469 8,475 72,035 130,980 ― 130,980

営業利益又は 
営業損失（△）

△5,437 490 6,250 1,302 (48,180) △46,877

プリンシパル
インベストメ
ント事業 
(千円)

アセットマネ
ジメント事業

(千円)

セールスプロ
モーション事

業 
(千円)

アウトソーシ
ングサービス
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

12,180 13,659 45,063 49,069 119,972 ― 119,972

(2)  セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

― 13,018 663 30 13,711 (13,711) ―

計 12,180 26,677 45,726 49,099 133,684 (13,711) 119,972

営業利益又は 
営業損失（△）

△ 10,912 14,268 1,073 2,985 7,414 (47,625) △ 40,210
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2 所在地別セグメント情報    

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12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。 

  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12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。 

  

3 海外売上高    

   前第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

   当第１四半期連結累計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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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 当第１四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

連結子会社における会社分割による給与日前給料希望日払いサービス事業の分社化 

 当社の連結子会社である株式会社パルマは、平成21年12月16日に同社の給与日前給料希望日払いサー

ビス事業を会社分割し、新たに株式会社パルマSVCを同日に設立いたしました。 

 なお、平成21年12月25日に、株式会社パルマSVCの株式85%を株式会社Y's＆partnersに譲渡いたしま

した。 

 会社分割の概要は次のとおりであります。 

ビジネスフィールド及び戦略の異なる２事業（トランクルーム等保管サービス事業者向け入金管

理・滞納保証サービス、給与日前給料希望日払いサービス）の事業体制を見直し、それぞれの事業領

域に合わせた的確な戦略に基づく事業を推進していくことで、経営資源の最適化を図れ、それぞれの

事業の拡大をより一層加速させることができると判断したため、給与日前給料希望日払いサービス事

業を会社分割し、株式会社パルマSVCに承継しました。 

(1)分割の日程 

 分割日        平成21年12月16日 

  新設会社設立登記日  平成21年12月16日 

(2)分割方式 

 株式会社パルマを分割会社とし、株式会社パルマSVCを承継会社とする簡易分割による新設  

  分割であります。 

(1)分割した事業の内容 

 給与日前給料希望日払いサービス事業 

(2)分割した資産、負債の項目および金額 

 
４ 新設会社の状況 

(1)商号        株式会社パルマSVC 

 (2)所在地       東京都港区六本木二丁目３番９号 

 (3)設立年月日     平成21年12月16日 

 (4)主な事業内容    給与日前給与希望日払いサービス 

 (5)決算期       ９月30日 

 (6)資本金       9,400千円 

 (7)発行済株式数    940株      

 (8)大株主及び持株比率 株式会社パルマ 100% 

             （平成21年12月16日設立時の持分比率を記載しております。） 

(7) 企業結合等関係

  １ 会社分割の目的

 ２ 会社分割の要旨

 ３ 分割した事業の概要

平成21年12月15日現在
資産 負債

項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円）
流動資産 7,500 流動負債 -
固定資産 6,589 固定負債 -

合計 14,089 合計 -

㈱ディア・ライフ（3245）　平成22年９月期　第１四半期決算短信

－13－



該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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