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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3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 ％

24年9月期第2四半期 463 63.3 11 ― 17 ― 8 ―
23年9月期第2四半期 283 △67.9 △40 ― △60 ― △24 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 8百万円 （―％） 23年9月期第2四半期 △21百万円 （―％）

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9月期第2四半期 329.60 320.85
23年9月期第2四半期 △932.86 ―

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

24年9月期第2四半期 2,425 1,159 47.8 45,303.12
23年9月期 2,224 1,162 52.3 45,185.24
（参考） 自己資本 24年9月期第2四半期 1,159百万円 23年9月期 1,162百万円

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9月期 ― 0.00 ― 300.00 300.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 490.00 490.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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

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 1,943 40.5 89 94.3 64 487.2 41 63.9 1,620.02
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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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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) 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、添付資料６ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(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報告書のレビュー手続きの対象外であります。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報告書のレビュー手続きは終了しております。

※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

の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
なお、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、添付資料５ページ「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」をご覧下さい。

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 ： 有
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9月期2Q 29,412 株 23年9月期 29,412 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 3,826 株 23年9月期 3,678 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 25,712 株 23年9月期2Q 26,184 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が残る中、企業の生産活動の回復や、

個人の消費マインドの改善などにより、緩やかながら回復傾向にあるものの、欧州債務問題の深刻化による海外

経済の下振れ懸念等の影響により、先行き不透明な状況で推移いたしました。ここにきて、為替相場の円安や株

価が回復基調に転じるなどの若干の明るい兆しはありますが、原油価格高騰などの影響からまだまだ予断を許さ

ない状況下にあります。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、新築マンションの契約率は高水準を維持しており、首都圏

の中古マンションの成約件数も回復基調となるなど、住宅市場は堅調に推移しております。加えて、主要都市地

価の下落率の縮小や金融機関の不動産セクターに対する融資姿勢の改善傾向も確認できるなど、緩やかながら回

復の兆しが窺えます。 

このような状況のもと、当社グループは、当第２四半期連結累計期間も引き続きリアルエステート事業やアウ

トソーシングサービス事業を軸とした収益基盤の拡大を目指し、マンション開発用地や住居系再販物件の仕入、

レンタル収納スペース事業者向けアウトソーシングサービス業務の受託件数の積み上げに注力してまいりまし

た。  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 千円(前年同四半期比63.3％増)となりま

した。損益面では、営業利益は 千円(前年同四半期は営業損失 千円)、経常利益は 千円（前年

同四半期は経常損失 千円）、四半期純利益は 千円（前年同四半期は四半期純損失 千円）という

結果となりました。  

セグメントの概況は次のとおりであります。  

なお、第１四半期連結会計期間から、不動産開発・売買・仲介事業を主軸とした営業活動の効率化を目的に、

プリンシパルインベストメント事業とアセットマネジメント事業の２事業部門をリアルエステート事業に統合す

る変更を行っております。なお、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は、変更の影響を含めております。 

 （リアルエステート事業）  

    リアルエステート事業は、主に都心部において、賃貸マンション等の企画開発・販売や収益不動産等のリニ

ューアル販売を行っております。また、アセットマネジメントや仲介等のソリューション業務を行っておりま

す。 

   リアルエステート事業につきましては、「桜新町（東京都世田谷区）」「余丁町（東京都新宿区）」「木場

（東京都江東区）」において賃貸マンションの開発を進めるとともに、「錦糸町（東京都墨田区）」において

マンション開発用地の仕入を行いました。 

  さらに、中古再販マンション「たまプラ―ザResidence（神奈川県横浜市青葉区）」やレンタル収納ボックス

等の収益物件の売却、個人投資家・事業法人向け売買仲介も推進してまいりました。 

   以上の結果、売上高は 千円（前年同四半期比114.2％増）、営業利益 千円（前年同四半期比

％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、新規物件の供給が増加基調に転じ始めた不動産業界を中心に

受注営業を展開してまいりました。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同四半期比 ％減）、営業利益 千円（前年同四半期比

％増）となりました。 

 （アウトソーシングサービス事業）  

    アウトソーシングサービス事業につきましては、連結子会社の㈱パルマにおいて、取引先数の増加のための

新規営業とともに、既取引企業向けに同業他社受託契約分の切り替えやサービス未利用者に対する導入のため

のリレーション活動を強化してまいりました。以上の結果、売上高は 千円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益は 千円（前年同四半期比 ％増）となりました。    

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

463,748

11,919 40,939 17,798

60,403 8,474 24,426

294,093 34,970

1,197.7

33,938 19.1 4,034 154.3

135,716 29.6

28,270 1,157.6
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（２）連結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  

 （流動資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、 千円（前連結会計年度末比13.1％増）と

なりました。これは主に、収益物件の売却により販売用不動産が 千円減少する一方、賃貸マンションの

開発やマンション開発用地の仕入により仕掛販売用不動産が 千円増加したことによるものです。 

（固定資産） 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、 千円（前連結会計年度末比27.4％減）とな

りました。これは主に、レンタル収納ボックスの売却等により工具、器具及び備品が 千円、回収等によ

り長期貸付金が 千円減少したことによるものです。 

（流動負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、 千円（前連結会計年度末比4.0％増）とな

りました。これは主に、新規借入れにより短期借入金が 千円、１年内返済予定の長期借入金が 千

円増加したことによるものです。 

（固定負債） 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、 千円（前連結会計年度末比26.5％増）とな

りました。これは主に、新規借入れにより長期借入金が 千円増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、 千円（前連結会計年度末比0.3％減）とな

りました。 

なお、自己資本比率につきましては前連結会計年度末より4.5ポイント減少し47.8％となりました。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、 千円増加し、 千円となりました。 

また、当第２四半期連結累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） 

営業活動に使用した資金は、 千円（前年同四半期は 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利益を 千円を計上した一方で、たな卸資産の増加額 千円あったこ

とによるものです。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって得られた資金は、 千円（前年同四半期は 千円の資金の増加）となりました。こ

れは、主に貸付金の回収による収入が 千円あった一方で、定期預金の預入による支出が 千円あっ

たことによるものです。  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は、 千円（前年同四半期は 千円の資金の増加）となりまし

た。これは、短期借入金及び長期借入金の返済による支出がそれぞれ 千円、 千円あった一方で、

短期借入れ及び長期借入れによりそれぞれ 千円、 千円の収入があったことによるものです。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期の通期連結業績予想つきましては変更ございません。   

   

2,262,792

182,549

326,117

162,211

19,882

21,286

357,939

31,000 21,617

907,939

193,127

1,159,125

51,840 877,430

188,848 850,463

23,232 144,496

6,530 11,608

52,321 58,000

234,157 433,928

74,000 87,256

105,000 302,000
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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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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。     

   

（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。 

  

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

該当事項はありません。   

   

   

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９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 822,891 929,430

売掛金 26,428 40,215

有価証券 2,794 3,815

商品 － 20,240

販売用不動産 490,163 307,614

仕掛販売用不動産 516,978 843,095

その他 168,156 149,270

貸倒引当金 △25,844 △30,887

流動資産合計 2,001,568 2,262,792

固定資産   

有形固定資産   

建物 75,258 71,819

その他 25,436 5,376

有形固定資産合計 100,694 77,195

無形固定資産 24,307 21,372

投資その他の資産   

投資有価証券 9,063 4,917

長期貸付金 61,536 40,250

その他 46,005 37,010

貸倒引当金 △18,219 △18,535

投資その他の資産合計 98,386 63,643

固定資産合計 223,388 162,211

資産合計 2,224,957 2,425,004

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,121 8,020

短期借入金 94,000 125,000

1年内返済予定の長期借入金 10,400 32,017

未払法人税等 17,550 20,694

その他 213,245 172,207

流動負債合計 344,317 357,939

固定負債   

長期借入金 692,100 885,227

資産除去債務 7,594 6,541

その他 18,148 16,170

固定負債合計 717,843 907,939

負債合計 1,062,160 1,265,878
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 328,475 328,475

資本剰余金 258,475 258,475

利益剰余金 629,916 630,671

自己株式 △54,545 △58,496

株主資本合計 1,162,322 1,159,125

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 474 －

その他の包括利益累計額合計 474 －

純資産合計 1,162,797 1,159,125

負債純資産合計 2,224,957 2,425,004
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 283,947 463,748

売上原価 142,833 282,234

売上総利益 141,113 181,514

販売費及び一般管理費 182,053 169,594

営業利益又は営業損失（△） △40,939 11,919

営業外収益   

受取利息 2,252 1,053

受取配当金 39 45

有価証券運用益 18,918 11,775

投資有価証券売却益 － 1,873

匿名組合分配益 498 －

貸倒引当金戻入額 － 1,505

その他 1,623 1,059

営業外収益合計 23,331 17,313

営業外費用   

支払利息 6,665 8,808

投資有価証券評価損 3,527 1,397

持分法による投資損失 26,950 －

貸倒引当金繰入額 5,074 476

その他 578 752

営業外費用合計 42,795 11,434

経常利益又は経常損失（△） △60,403 17,798

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,472 －

固定資産売却益 － 5,460

特別利益合計 4,472 5,460

特別損失   

固定資産除却損 － 25

関係会社出資金評価損 1,461 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 668 －

特別損失合計 2,129 25

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（△）

△58,060 23,232

法人税、住民税及び事業税 3,186 20,146

法人税等調整額 △36,503 △5,388

法人税等合計 △33,316 14,758

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24,743 8,474

少数株主損失（△） △317 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,426 8,474

- 9 -

㈱ディア・ライフ（3245）　平成24年９月期　第２四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24,743 8,474

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,221 △474

その他の包括利益合計 3,221 △474

四半期包括利益 △21,522 8,000

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,204 8,000

少数株主に係る四半期包括利益 △317 －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△58,060 23,232

減価償却費 10,244 10,138

のれん償却額 1,024 1,024

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,282 5,312

受取利息及び受取配当金 △2,291 △1,099

支払利息 6,665 8,808

有価証券運用損益（△は益） △18,918 △11,775

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 3,527 △476

匿名組合分配損益（△は益） △498 －

関係会社出資金評価損 1,461 －

持分法による投資損益（△は益） 26,950 －

固定資産除却損 － 25

固定資産売却損益（△は益） － △5,460

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 668 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,994 △13,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △863,162 △144,496

仕入債務の増減額（△は減少） 13,179 △1,100

その他 38,807 △37,270

小計 △846,114 △166,923

利息及び配当金の受取額 3,402 2,465

利息の支払額 △7,136 △7,789

法人税等の支払額 △615 △16,599

営業活動によるキャッシュ・フロー △850,463 △188,848

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 △4,000 △58,000

定期預金の払戻による収入 － 15,000

有価証券の売買による収支（純額） 18,918 11,096

有形固定資産の取得による支出 △1,131 △22,753

有形固定資産の売却による収入 － 14,285

無形固定資産の取得による支出 △2,901 △755

投資有価証券の取得による支出 △425 △302

投資有価証券の売却による収入 － 4,450

貸付けによる支出 － △7,350

貸付金の回収による収入 1,207 52,321

敷金の差入による支出 △60 △1,180

その他 － △281

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,608 6,530
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年３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 62,000 105,000

短期借入金の返済による支出 △1,000 △74,000

長期借入れによる収入 470,000 302,000

長期借入金の返済による支出 △55,076 △87,256

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 △8,177 △3,951

配当金の支払額 △22,467 △7,634

その他 △1,350 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 433,928 234,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △404,926 51,840

現金及び現金同等物の期首残高 959,961 825,589

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △9,229 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 545,805 877,430
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年３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） 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

  

３．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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
プリンシパルイ

ンベストメント

事業 

アセットマネジ

メント事業 

セールスプロモ

ーション事業 

アウトソーシン

グサービス事業 

計 
  

売上高          

外部顧客への売上高 112,299  24,993  41,967  104,686 283,947

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

    -  1,637  4,500     - 6,137

計 112,299  26,631  46,468  104,686 290,085

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
△2,794  5,489  1,586  2,247 6,529

   （単位：千円） 

利益又は損失（△） 金額 

報告セグメント計  6,529

セグメント間取引消去  6,552

全社費用（注）  △54,020

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △40,939
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年３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） 

                                                                              

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。  

３．報告セグメントの変更等に関する事項   

   当社の主力事業の不動産事業分野におきまして、市場ニーズに対する対応力強化に向け、不動産開発・

売買・仲介事業を主軸とした営業活動の効率化を目的に、「プリシンパルインベストメントユニット」と

「アセットマネジメントユニット」の２事業部門を「リアルエステートユニット」に統合しております。

当該統合に伴い、従来の４つの報告セグメントのうち、「プリシンパルインベストメント事業」と「アセ

ットマネジメント事業」を「リアルエステート事業」に統合し、「セールスプロモーション事業」及び

「アウトソーシングサービス事業」を含めた３つの報告セグメントに変更しております。 

    なお、前第２四半期連結累計期間において変更後の事業区分によった場合のセグメント情報は、次のと

おりであります。    

                                       （単位：千円）  

  

４．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。  

   

該当事項はありません。   

  
リアル 

エステート事業
  

セールス 

プロモーション

事業 

アウト 

ソーシング 

サービス事業 

計 
  

売上高         

外部顧客への売上高  294,093  33,938  135,716  463,748

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  4,363  330  4,694

計  294,093  38,302  136,047  468,442

セグメント利益  34,970  4,034  28,270  67,274

  （単位：千円）

利益又は損失（△） 金額 

報告セグメント計  67,274

セグメント間取引消去  228

全社費用（注）  △55,583

四半期連結損益計算書の営業利益  11,919

  
リアル 

エステート事業
  

セールス 

プロモーション

事業 

アウト 

ソーシング 

サービス事業 

計 
  

売上高         

外部顧客への売上高  137,293 41,967  104,686  283,947

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 1,637 4,500  －  6,137

計  138,930 46,468  104,686  290,085

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
 2,694 1,586  2,247  6,529

（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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