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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） 

（注）１．売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率でありますが、四半期連結財務諸表は 
     平成21年９月期より作成しておりますので、平成21年９月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 
   ２．平成22年９月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため、 
     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 ％

22年9月期第1四半期 331 △93.6 △55 ― △150 ― △147 ―

21年9月期第1四半期 5,167 ― △1 ― △117 ― 163 ―

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 △11.42 ―

21年9月期第1四半期 25.48 25.35

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 11,143 400 3.6 30.91
21年9月期 11,543 550 4.7 42.75

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  398百万円 21年9月期  546百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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

1,100 △88.3 34 ― △120 ― △120 ― △6.67

通期 4,100 △66.0 320 ― 60 ― 60 ― 3.33
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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） 

（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。 

(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 

１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日における予想を前提と 
  しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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） 22年9月期第1四半期 12,889,375株 21年9月期  12,889,375株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  ―株 21年9月期  ―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 12,889,375株 21年9月期第1四半期  6,405,000株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進捗や新興国を中心とする外需の回復を受

け、輸出・生産等の一部で回復の兆しがみえつつあります。しかしながら、所得・雇用環境の不安、円高圧力やデ

フレの進行により、国内全般としては依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、分譲マンション市場においては住宅ローン減税や贈与税の非

課税枠の拡充等、住宅購入支援策の政策により、住宅需要を喚起させているものの、中小の不動産企業に対する金

融機関からの融資姿勢は依然厳しく、新設住宅着工戸数は低水準で推移する等、業界全般における回復基調は不透

明な状況となっております。 

このような事業環境の中、当社グループでは凍結していたプロジェクトの再開及び新規プロジェクト開発推進に

より、将来収益を確保し、中長期的にわたる安定的な収益向上を目指しております。そのため、当連結会計年度

（平成22年９月期）を第２の創業期と位置づけ、今後５年間において不動産開発事業の分譲マンション開発を東京

都都心エリアに拡大し、これまで構築してきた開発ノウハウを 大限生かして豊かな空間を創造していくこと、同

時に当社グループが安定的に収益を確保し、成長していくことを目的として新たな中期経営計画として「Growing 

Up 2014」を策定いたしました。しかしながら、不動産開発事業の分譲マンション開発期間が概ね20ヵ月以上費やす

ことから、「Growing Up 2014」の効果が顕在化し業績の回復に至るまでには、相応な時間を要するものとなりま

す。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における経営成績は、売上高331百万円（前年同期比：

4,835百万円減）、営業損失55百万円（前年同期：営業損失１百万円）、経常損失150百万円（前年同期：経常損失

117百万円）、四半期純損失147百万円（前年同期：四半期純利益163百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績の概要は、以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セ

グメント間の内部売上高を含めない数値を記載しております。 

  

（不動産開発事業） 

当第１四半期連結累計期間における不動産開発事業の売上高は289百万円（前年同期比：4,315百万円減）、営業

利益６百万円（前年同期：営業利益415百万円）となりました。当社グループの不動産開発事業は、分譲マンション

開発並びに収益不動産開発に分かれており、各部門における売上高は次のとおりであります。 

  

分譲マンション開発 

分譲マンション開発におきましては、将来の開発リスク解消のため、１プロジェクトの開発用地を不動産投資

家へ売却しております。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は282百万円（前年同期比：4,284百万円減）、営業利益は10百

万円（前年同期：営業利益765百万円）となりました。 

  

収益不動産開発 

収益不動産開発におきましては、当社保有物件において、借主からの賃料の収受が主な売上高となりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は７百万円（前年同期比：30百万円減）、営業損失は３百万円

（前年同期：営業損失349百万円）となりました。 

  

（ソリューション事業） 

ソリューション事業におきましては、収益不動産開発と同様に当社保有物件において、借主からの賃料の収受が

主な売上高となりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は41百万円（前年同期比：496百万円

減）、営業利益は16百万円（前年同期：営業損失273百万円）となりました。 

  

（その他事業） 

当第１四半期連結累計期間より、従来のセグメント分類をしておりました不動産ファンド事業を、その他事業に

組み替えております。 

不動産コンサルタント業務におけるコンサルタント報酬の収受等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は

0.4百万円（前年同期比：24百万円減）、営業損失は９百万円（前年同期：営業損失0.7百万円）となりました。 

  

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 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は11,143百万円（前連結会計年度末11,543百万円）となり、前連結会計年

度と比較して400百万円の減少となりました。 

流動資産は9,196百万円（前連結会計年度末9,586百万円）となり、前連結会計年度と比較して389百万円の減少と

なりました。主な減少要因として、支払手形及び買掛金の支払いならびに未払法人税の納付等により現金及び預金

が662百万円減少となりました。主な増加要因として、たな卸資産残高が297百万増加したこと等によります。 

固定資産は1,946百万円（前連結会計年度末1,957百万円）となり、前連結会計年度と比較して11百万円の減少と

なりました。 

  

 （2）負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債は10,743百万円（前連結会計年度末10,992百万円）となり、前連結会計年度

と比較して249百万円の減少となりました。 

流動負債は3,973百万円（前連結会計年度末4,190百万円）となり、前連結会計年度と比較して217百万円の減少と

なりました。主な減少要因として、保有物件売却等に伴い支払手形の支払い及び短期借入金の返済により330百万円

減少、未払法人税等の納付により291百万円減少となりました。主な増加要因として、買掛金が438百万円増加した

こと等によります。 

固定負債は6,769百万円（前連結会計年度末6,801百万円）となり、前連結会計年度と比較して32百万円の減少と

なりました。 

  

 （3）純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は400百万円（前連結会計年度末550百万円）となり、前連結会計年度と比

較して150百万円の減少となりました。主な要因として、四半期純損失の計上により利益剰余金が147百万円減少し

たこと等によります。 

  

 （4）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により319百万円の支出、投資活動により70

百万の支出、財務活動により343百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は733百万円減少し、

当第１四半期連結累計期間の残高は149百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各活動別の主な要因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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、319百万円の支出（前年同期：1,809百万円の収入）となりしました。主

な要因として、税金等調整前四半期純損失147百万円の計上、法人税等の納付289百万円、たな卸資産303百万円なら

びに仕入債務378百万円の増加等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の支出（前年同期：20百万円の収入）となりました。主な要因

として、定期預金の預入による76百万円の支出等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、343百万円の支出（前年同期：2,611百万円の支出）となりました。主な

要因として、不動産開発事業１物件の売却等により短期借入金が270百万円減少、長期借入金33百万円の返済等によ

るものです。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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）
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 ① 簡便な会計処理 

 （固定資産の減価償却の算定方法） 

 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。 

  

 （たな卸資産の評価方法） 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の簿価の切り下げに関して収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切り下げを行う方法を適用しております。 

  

 （法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。  

  

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理   

 （税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

   

・会計処理基準に関する事項の変更  

 当第１四半期連結累計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。なお、この変更により損益に与

える影響はありません。  

（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 318,976 981,964

売掛金 3,343 1,421

販売用不動産 1,592,502 1,583,522

仕掛販売用不動産 7,238,218 6,949,378

前払費用 27,794 30,615

その他 18,028 44,507

貸倒引当金 △1,873 △4,925

流動資産合計 9,196,989 9,586,484

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,031,535 1,031,535

減価償却累計額 △67,994 △62,607

建物（純額） 963,541 968,928

土地 511,824 511,824

その他 23,071 23,464

減価償却累計額 △15,651 △15,303

その他（純額） 7,419 8,161

有形固定資産合計 1,482,785 1,488,913

無形固定資産   

その他 7,850 8,614

無形固定資産合計 7,850 8,614

投資その他の資産   

投資有価証券 350,032 354,657

その他の関係会社有価証券 20,030 21,815

その他 85,392 83,300

投資その他の資産合計 455,455 459,773

固定資産合計 1,946,091 1,957,301

資産合計 11,143,081 11,543,785
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 496,852 118,089

短期借入金 841,630 1,112,130

1年内返済予定の長期借入金 1,947,454 1,943,935

未払金 31,926 43,820

未払法人税等 228,977 520,720

預り金 6,437 6,731

前受金 228,701 228,131

賞与引当金 1,230 2,476

訴訟損失引当金 － 31,075

その他 190,267 183,787

流動負債合計 3,973,478 4,190,897

固定負債   

長期借入金 6,736,941 6,774,136

その他 32,634 27,785

固定負債合計 6,769,575 6,801,922

負債合計 10,743,053 10,992,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,038,441 1,038,441

資本剰余金 741,857 741,857

利益剰余金 △1,374,219 △1,227,014

株主資本合計 406,078 553,283

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △7,636 △6,338

評価・換算差額等合計 △7,636 △6,338

新株予約権 － 1,681

少数株主持分 1,585 2,338

純資産合計 400,028 550,965

負債純資産合計 11,143,081 11,543,785
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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 5,167,310 331,487

売上原価 4,624,855 280,223

売上総利益 542,454 51,263

販売費及び一般管理費 544,246 106,855

営業損失（△） △1,791 △55,591

営業外収益   

受取利息 202 27

受取配当金 12 －

違約金収入 5,569 603

助成金収入 － 553

保険解約返戻金 12,935 －

その他 195 141

営業外収益合計 18,915 1,325

営業外費用   

支払利息 123,056 62,506

支払手数料 1,144 16,227

株式交付費 － 7,463

その他 9,930 10,171

営業外費用合計 134,132 96,369

経常損失（△） △117,008 △150,635

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,051

投資有価証券売却益 123 －

契約違約金収入 400,000 －

特別利益合計 400,123 3,051

特別損失   

固定資産除却損 718 92

前期損益修正損 2,917 －

その他 － 0

特別損失合計 3,635 92

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（△）

279,479 △147,676

法人税等合計 116,275 282

少数株主損失（△） － △753

四半期純利益又は四半期純損失（△） 163,204 △147,205
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

279,479 △147,676

減価償却費 35,286 12,049

繰延資産償却額 － 7,463

長期前払費用償却額 30 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,394 △3,051

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,431 △1,245

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △31,075

受取利息及び受取配当金 △215 △27

支払利息 123,056 62,506

契約違約金収入 △400,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） △123 －

固定資産除却損 718 92

前期損益修正損益（△は益） 2,917 －

たな卸資産評価損 1,175,940 －

持分法による投資損益（△は益） 715 486

売上債権の増減額（△は増加） 8,607 △1,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,987,185 △303,070

匿名組合出資金等の増減額（△は増加） － 4,625

仕入債務の増減額（△は減少） △489,647 378,763

未払金の増減額（△は減少） △81,223 17,572

預り金の増減額（△は減少） 1,250 △294

前受金の増減額（△は減少） △804,019 570

その他の流動資産の増減額（△は増加） 100,608 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,087 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） 13,151 －

その他 － 58,750

小計 1,911,594 54,517

利息及び配当金の受取額 215 22

利息の支払額 △87,721 △84,562

契約違約金の支払 △14,500 －

その他の支出 △1 －

法人税等の支払額 △42 △289,677

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,809,543 △319,699
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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) 

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 △112,022 △76,628

定期預金の払戻による収入 139,188 －

定期積金の預入による支出 △2,000 －

定期積金の払戻による収入 － 6,000

有形固定資産の取得による支出 △7,885 －

投資有価証券の売却による収入 161 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,134 －

敷金及び保証金の回収による収入 94 －

その他 7,440 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,842 △70,735

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） △1,210,668 △270,500

長期借入金の返済による支出 △1,400,818 △33,676

その他 － △38,984

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,611,486 △343,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △781,100 △733,596

現金及び現金同等物の期首残高 1,369,391 882,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 588,290 149,367
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 該当事項はありません。 

  

 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）  

  

（注）１. 事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な事業の内容 

不動産開発事業・・・・「アスコットパーク」シリーズを中心とした分譲マンション等の企画開発業務、投資

家向けの賃貸マンション及びオフィスビル等の収益不動産の企画開発業務 

ソリューション事業・・資産価値の低下した不動産や収益性の改善が可能な既存の物件を取得し、効率的な改

装・改修によってバリューアップする不動産再生業務 

その他事業・・・・・・プロジェクトマネジメント業務、物件仲介業務、他社が組成する特別目的会社等へ出

資し配当やキャピタルゲインを取得 

３．会計処理方法の変更 

  前第１四半期連結累計期間 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。これによる営業損益に与える影響額は△1,175,940千円であります。なお、各セ

グメントの営業損益に与える影響額は、不動産開発事業△845,152千円、ソリューション事業△330,787千円で

あります。 

４．事業区分の方法の変更 

   事業区分の方法については、前第２四半期連結会計期間より、「不動産管理事業」を「その他事業」へ改称

し、「不動産開発事業」「ソリューション事業」「不動産ファンド事業」「その他事業」の４区分としており

ましたが、当第１四半期連結累計期間より、「不動産ファンド事業」の重要性が乏しくなったため、当該事業

を「その他事業」に含め、３区分に変更しております。 

   なお、当第１四半期連結累計期間の「その他事業」に含まれる「不動産ファンド事業」の営業損失は5,112

千円であります。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産 

開発事業 
（千円） 

ソリュー
ション事業 
（千円） 

不動産
ファンド事業
（千円） 

不動産管理
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  4,605,262 537,551 － 24,496  5,167,310  － 5,167,310

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － 17,983  17,983  (17,983) －

計  4,605,262 537,551 － 42,480  5,185,294  (17,983) 5,167,310

営業利益又は営業損失（△）  415,131 △273,798 △2,980 2,213  140,565  (142,357) △1,791

  
不動産 

開発事業 
（千円） 

ソリュー
ション事業 
（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 289,704 41,381 402  331,487  － 331,487

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － －  －  － －

計 289,704 41,381 402  331,487  － 331,487

営業利益又は営業損失（△） 6,768 16,284 △9,750  13,302  (68,894) △55,591
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 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重要な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） 

 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。 

   

  該当事項はありません。  

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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