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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 
 回次
 
 

第31期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第30期

 
 

　　会計期間 
 
 

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高 （千円） 2,538,30412,114,710

経常損失（△） （千円） △73,392△144,034

四半期（当期）純損失（△） （千円） △67,940△4,212,124

純資産額 （千円） 289,853 358,288

総資産額 （千円） 12,181,78913,859,186

１株当たり純資産額 （円） 4,707.855,819.40

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△） （円） △1,103.50△68,414.18

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） － －

自己資本比率 （％） 2.4 2.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 610,349△1,477,023

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 82,495△102,256

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,210,021△1,784,070

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 　　 （千円） 1,026,9031,544,079

従業員数 （人） 159 158　　

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営諸表等の推移については記載し

ておりません。

 　　　 ２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要

な関係会社における異動もありません。 

 

 

 

 

３【関係会社の状況】

  当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 159 (58)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 157 (58)

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は当第１四半期会計期間の平均人

員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは、不動産販売事業、不動産管理事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業、その他の事業を営んでおり、

生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

(2）契約実績

　当第１四半期連結会計期間における不動産販売事業の契約実績は次のとおりであります。

区分
当第１四半期連結会計期間
自　平成21年１月１日
 至　平成21年３月31日 

  金額（千円）

 投資用マンション 2,381,078

 その他 98,466

 合計 2,479,544

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

                                                                           単位：千円 

事業の種類別セグメントの名称
 

区分 
 

当第１四半期連結会計期間
  自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

 

不動産販売事業 

 

 投資用マンション                 2,025,539　

 その他                    98,466

小計                 2,124,005

不動産管理事業 －                   219,997

不動産賃貸事業　 －                   110,197　

不動産仲介事業　 －     　             63,599　

その他の事業　 －                    20,504　

合計 －                 2,538,304 

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３　不動産販売事業における「その他」の内容は、土地・オフィスビル等の販売であります。

４  その他の事業の内容は、ファンド事業他であります。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況 

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を起因とする米国を中心とした金融不

安、海外経済の悪化などを背景に輸出が大幅に減少したことで企業収益が悪化しております。また、雇用・所得環境が

厳しさを増す中で個人消費が弱まっており、景気の先行きについても悪化を続ける可能性が高いと見られておりま

す。

　不動産業界におきましては、金融機関からの資金調達環境が悪化したことに加えて、先行きの不透明感から個人消費

意欲の低下による販売状況の鈍化が続いております。政府より不動産業向けの融資政策などが出されたものの、依然

として不動産業者の破綻が続く等、事業環境は依然として厳しい状況が続いております。

当社主力事業である投資用マンション市場におきましては、首都圏を中心として人口流入が続いており、安定した賃

料収入が期待できる投資商品として堅調な販売環境が続いておりますが、先行きの不透明感等から今後の事業環境は

厳しい状況が予想されます。

　このような不動産市場の動向を受け、当社グループは投資用マンション「グリフィンシリーズ」の企画・販売を事

業領域の中心に据え、地域的には成長性のある横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略（地域限定戦略）を実

践することにより競争優位性を発揮し安定した収入が期待できる投資商品を提供してまいりました。また、今期より

投資用マンション事業の戸別販売を中心とした事業基盤の構築を進めており、第１四半期の戸別販売につきましては

概ね計画通りに推移いたしました。

　その結果、当第１四半期の連結業績は売上高2,538百万円、経常損失73百万円、四半期純損失67百万円となりました。

  

　事業の種類別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）

　新築の投資用マンションとして「グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館」（横浜市神奈川区）、「グリフィン横浜

東口参番館」（横浜市西区）など６棟を供給し、92戸を販売した他、投資用マンションの中古物件、土地も販売致しま

した。

　その結果、売上高は2,124百万円、営業利益は17百万円となりました。

（不動産管理事業）

　管理物件が順調に増加したことから、売上高は219百万円、営業利益は63百万円となりました。

（不動産賃貸事業）

　収益物件が増加したことから、売上高は110百万円、営業利益は52百万円となりました。

（不動産仲介事業）

　収益性の観点から売買仲介を縮小し、賃貸仲介の比重を高めたことにより、売上高は63百万円、営業利益は39百万円

となりました。 

（その他の事業）

　子会社等不採算部門を縮小したことから、売上高は20百万円、営業損失は11百万円となりました。 

 

(2)財政状態 

（資産）

　当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,677百万円減少し、12,181百万円となりました。これは主に保

有在庫の圧縮によりたな卸資産が971百万円減少したこと及び有利子負債の返済等により現金及び預金が517百万円

減少したことによるものであります。

（負債）

　当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,608百万円減少し、11,891百万円となりました。これは主に

支払手形の期日到来等により支払手形及び買掛金が386百万円減少したこと及び有利子負債が返済や償還により1,208

百万円減少したことによるものであります。

（純資産） 

　当第１四半期末の純資産については、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、289百万円となりました。これは主に

四半期純損失67百万円の計上によるものであります。

 

(3)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の残高は、前連結会計年度末から517百万円減少し、1,026

百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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　営業活動によるキャッシュ・フローは、610百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少額が341百万円

あったものの、たな卸資産の減少額が971百万円となっ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） 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、82百万円の収入となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出が

59百万円あったものの、投資不動産の売却による収入が139百万円生じたこと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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,210百万円の支出となりました。これは主に有利子負債の返済または償還

1,208百万円（純額）によるものであります。

 

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 

(5)研究開発活動 

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、以下の設備を売却しております。

提出会社

 

事業所名

（所在地）

 

 

事業の種類別

セグメントの名称

 

 設備の内容 

 帳簿価額（千円） 
従業員数

（人）
 投資不動産 合計 

 賃貸用不動産

（横浜市中区） 
 不動産賃貸事業  賃貸店舗 84,098 84,098 －

 賃貸用不動産

（横浜市港北区） 
 不動産賃貸事業  賃貸店舗 46,789 46,789 －

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 72,000

計 72,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成21年３月31日）

提出日現在
発行数(株)

（平成21年５月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,400 62,400
ジャスダック証券

取引所

当社は単元株制度を採用し

ておりません。

計 62,400 62,400 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

 

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成21年１月１日～

平成21年３月31日 
－ 62,400 － 1,071,420 － 1,046,860

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 
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（６）【議決権の状況】

  当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

                                                                                  平成21年3月31日現在

 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　　  普通株式  　 832 － －

完全議決権株式（その他）       普通株式  61,568 61,568 －

単元未満株式 　　 － 　 － －

発行済株式総数 62,400 － －

総株主の議決権 － 61,568 －

 

②【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成21年3月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合

（％）

株式会社陽光都

市開発

神奈川県横浜市西

区高島二丁目６番

32号

832 － 832 1.33

計 － 832 － 832 1.33

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
１月

２月 ３月

最高（円） 15,50010,0009,850

最低（円） 8,410 6,700 6,900

　（注）最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第30期連結会計年度　　　　　　　　監査法人トーマツ

　第31期第１四半期連結累計期間　　　清和監査法人 
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１【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３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20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,026,903 1,544,079

受取手形及び売掛金 42,184 42,875

商品 3,063 1,997

販売用不動産 2,048,764 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,729,484 4,637,434

その他のたな卸資産 27,570 16,646

繰延税金資産 35,985 46,168

その他 181,864 191,792

貸倒引当金 △28,872 △11,884

流動資産合計 8,066,947 9,593,020

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,401 17,401

減価償却累計額 △17,401 △17,401

建物及び構築物（純額） － －

車両運搬具 20,647 20,647

減価償却累計額 △20,647 △20,647

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 86,769 86,769

減価償却累計額 △86,769 △86,769

工具、器具及び備品（純額） － －

土地 － －

有形固定資産合計 － －

無形固定資産

その他 266 －

無形固定資産合計 266 －

投資その他の資産

投資有価証券 8,110 8,945

長期貸付金 9,948 11,220

繰延税金資産 16,336 17,942

投資不動産 4,182,590 4,319,460

減価償却累計額 △241,198 △235,684

投資不動産（純額） 3,941,391 4,083,775

その他 144,551 150,325

貸倒引当金 △5,764 △6,042

投資その他の資産合計 4,114,575 4,266,165

固定資産合計 4,114,841 4,266,165

資産合計 12,181,789 13,859,186
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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３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20年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,324,802 1,710,889

短期借入金 2,450,880 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 3,659,668 3,757,668

1年内償還予定の社債 135,500 252,400

未払法人税等 2,643 397

繰延税金負債 540 540

賞与引当金 22,671 5,365

その他 597,736 590,501

流動負債合計 8,194,443 7,983,443

固定負債

社債 220,000 220,000

長期借入金 2,686,165 4,465,332

退職給付引当金 42,515 40,428

長期預り保証金 621,153 630,793

その他 127,659 160,900

固定負債合計 3,697,492 5,517,454

負債合計 11,891,935 13,500,897

純資産の部

株主資本

資本金 1,071,420 1,071,420

資本剰余金 1,046,860 1,046,860

利益剰余金 △1,731,299 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 287,068 355,008

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,784 3,280

評価・換算差額等合計 2,784 3,280

純資産合計 289,853 358,288

負債純資産合計 12,181,789 13,859,186
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 2,538,304

売上原価 1,973,550

売上総利益 564,753

販売費及び一般管理費 ※1
 615,435

営業損失（△） △50,682

営業外収益

受取手数料 5,050

保険解約返戻金 1,604

その他 3,510

営業外収益合計 10,165

営業外費用

支払利息 30,504

支払保証料 1,079

支払手数料 210

その他 1,082

営業外費用合計 32,876

経常損失（△） △73,392

特別利益

貸倒引当金戻入額 536

償却債権取立益 17

固定資産売却益 13,067

受取和解金 5,000

特別利益合計 18,621

特別損失

固定資産除却損 150

特別損失合計 150

税金等調整前四半期純損失（△） △54,920

法人税、住民税及び事業税 891

法人税等調整額 12,127

法人税等合計 13,019

四半期純損失（△） △67,940
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21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損失（△） △54,920

減価償却費 16,095

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,306

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,086

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,709

受取利息及び受取配当金 △463

支払利息 30,504

固定資産売却損益（△は益） △13,067

固定資産除却損 150

売上債権の増減額（△は増加） 691

たな卸資産の増減額（△は増加） 971,105

仕入債務の増減額（△は減少） △341,148

その他 14,232

小計 659,280

利息及び配当金の受取額 463

利息の支払額 △48,974

法人税等の支払額 △420

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,275

無形固定資産の取得による支出 △280

投資不動産の取得による支出 △59,363

投資不動産の売却による収入 139,369

貸付金の回収による収入 1,271

その他 5,773

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,495

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 1,900,000

短期借入金の返済による支出 △1,114,800

長期借入金の返済による支出 △1,877,167

社債の償還による支出 △116,900

配当金の支払額 △1,154

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,210,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,176

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,026,903
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当社グループが属する不動産業界におきましては、世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、金融機関による

不動産関連融資の厳格化によって、買い手不在の状況が続くなど事業環境は極めて厳しい状況が続いており、当社

グループは前連結会計年度に72,145千円、当第１四半期連結会計期間に50,682千円の営業損失を計上しております。

投資用マンション事業におきましては、業容の拡大を図るべくマンション用地の取得を積極的に行ったものの、

建築費の高騰により事業化できず着工を見合わせていたプロジェクトが複数存在しており、当該プロジェクトの販

売による資金回収ができていない状況となっております。

また、流通・流動化事業におきましては、投資家の購入意欲はあるものの金融機関からの資金調達が困難との理

由等から売却が進まない状況を鑑み、融資可能もしくは投資家が期待する利回り商品となるよう、販売価格を下げ

ての売却が避けられない状況が続いております。

このような状況により、当社が所有している不動産に関する借入について、販売前に返済期限が到来するプロ

ジェクトが発生しており、金融機関と返済条件の変更及び延長の交渉を行い一部の借入については合意を得ており

ます。また、今後返済期限が到来する借入についても返済条件の変更及び延長の交渉を継続して行っております。

また、平成20年12月期におきまして多額の当期純損失（4,212,124千円）を計上したため、当社グループが金融機

関と契約している借入契約に記載されている財務制限条項に抵触する事実が発生しておりましたが、借入条件の変

更等を行った結果、平成21年３月末時点におきまして財務制限条項に抵触している借入は投資用マンション事業に

おけるプロジェクト１件のみとなっております。当件に係る財務制限条項には基準となる連結会計年度末または事

業年度末における純資産がそれぞれ直前の連結会計年度末または事業年度末における純資産の75％未満となった

場合には担保物件の仮登記を本登記にすることが定められており、現在は本登記しております。

 

当該状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

 

当該状況を大幅に改善するための当社グループの対応は、以下のとおりであります。

 

①金融機関及び建設会社への対応

投資用マンション事業において、変更した販売スケジュールに合わせて金融機関及び建設会社等と返済条件の変

更及び延長の交渉を行っており、既に一部のプロジェクトにつきましては合意を得られております。今後販売が開

始するプロジェクトにつきましても、返済条件の変更及び延長の交渉を進めてまいります。

また、財務制限条項に抵触している１件の借入につきましては、第２四半期中に返済する予定となっていること

から、解消できる見込みとなっております。

金融機関及び建設会社との協調体制は、この厳しい環境下でも依然として良好な関係を保持しており、今後も今

まで以上の関係強化に努めてまいります。

②事業効率の改善

当社グループは投資用マンションを中心とした事業基盤の構築に向けて、抜本的な事業体制の見直しを行ってま

いります。

イ．投資用マンション事業

投資用マンション事業におきましては、通常、土地については金融機関からの借入、建物については手形による

支払いを利用しており、資金需要が少ないビジネスモデルとなっております。新築の投資用マンション分譲は堅

調に推移していることから、現在着工を見合わせているプロジェクトを再稼働させ、来期以降の販売物件を確保

して収益の柱として強化を図ってまいります。アコースティックマンションファンドに組成されている３物件に

ついては、昨今の不動産市況から１棟単位での売却が困難であり、投資家の期待利回りまで価格を下げて売却活

動を進めておりましたが、当初予定していた販売価格での売却は困難であり、資金回収を優先するために購入価

格以下での売却が余儀なくされる可能性があります。

この環境が改善される見込みは依然として不透明な状況であることから、１棟単位での販売から、販売環境が

比較的安定しており当社グループの経験とノウハウを最大限に活かすことができる戸別販売へと転換し、販売価

格を下げることなく迅速な売却活動及び早期投下資金の回収を行ってまいります。尚、既にアコースティックマ

ンションファンドの物件１棟を戸別にて販売開始しております。

EDINET提出書類

株式会社陽光都市開発(E04039)

四半期報告書

15/24



ロ．流通・流動化事業

流通・流動化事業におきましては、新たな事業の軸として拡大を目指しておりましたが、事業環境の悪化から

新規物件の取得を中止しております。現在は保有物件の売却・資金回収を進めており、投資用マンション事業に

対し経営資源の集中を図っております。

ハ．不動産管理事業・不動産賃貸事業

不動産管理事業・不動産賃貸事業におきましては、投資用マンション事業の安定した供給による事業拡大を図

るとともにさらなる事業効率化を図り、安定収益事業として成長させてまいります。

③営業体制の強化

投資用マンション事業における営業体制の見直しと強化を図るため、東京支店にて営業部を設置いたしました。こ

の東京支店を中心に、１棟販売を予定しておりましたアコースティックマンション３棟の戸別販売を行っておりま

す。さらに本社にて臨時雇用者によるテレマーケティングを行い、アプローチとクロージング作業を分業する営業

手法の部署を設置しており、さらなる営業効率の向上を目指しております。

④固定費の削減

役員・従業員を含めた報酬体系につきましては既に見直しをしております。その他の一般管理費につきまして

は、事務所の統合や縮小等を検討し、費用対効果を最大化させるため見直しを進めております。

 

上記施策を確実に実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断してお

ります。したがって、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。
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【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】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

（たな卸資産） 

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主と

して個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

　これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。  

EDINET提出書類

株式会社陽光都市開発(E04039)

四半期報告書

17/24



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

　１　担保資産 

　担保に供されている資産については、事業の運営にお

いて重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に

比べて著しい変動が認められるものがないため、記載を

省略しております。 

 

 

――――――――

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

　販売促進費                 94,342千円

　貸倒引当金繰入額 　　　　　17,256千円

　役員報酬　　　　　　　　　 36,657千円

　給料手当　　　　　　　　　184,179千円

　賞与引当金繰入額　　　　　 10,700千円

　退職給付費用 　　　　　　　 1,953千円

　支払手数料　　　　　　　　 66,009千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定  1,026,903千円

現金及び現金同等物  1,026,903千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　62,400株

  

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　 832株

  

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額 

 　該当事項はありません。

(2)基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

末後となるもの

 　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日）

 
不 動 産
販売事業
（千円）

不 動 産
管理事業
（千円）

不 動 産
賃貸事業
（千円）

不 動 産
仲介事業
（千円）

その他の
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
2,124,005219,997110,19763,59920,5042,538,304－ 2,538,304

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 1,395 － 155 6,064 7,615(7,615)   －

計 2,124,005221,392110,19763,75426,5682,545,919(7,615)2,538,304

営業利益

又は営業損失（△）
17,52063,99052,73239,699△11,832162,110(212,792)△50,682

　（注）1.事業区分の方法及び各区分の主な内容

　　　　　事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。

不動産販売事業……マンション等の販売

不動産管理事業……マンション等の管理

不動産賃貸事業……マンション等の賃貸

不動産仲介事業……不動産の仲介 

その他の事業………ファンド事業他

2.会計処理の方法の変更

　「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」に記載のとおり、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。当該変更による当第１四半期連結会計期間の事業の種類別セグメントの損益に与える影響はありません。

3.事業区分の方法の変更

　事業区分の変更については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点から「不動産販売事業」、「不動産管理事

業」、「不動産賃貸事業」、「その他の事業」の４事業に区分しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「不動産賃貸事業」、「不動産仲介事業」、「その他の事業」の５事

業に区分して表示する方法に変更しております。

　これは、より事業の実態を適正に開示するために事業区分の見直しを行った結果、従来「その他の事業」に含め

て表示していた「不動産仲介事業」の重要性が増したことから、当第１四半期連結会計期間より「不動産仲介事

業」として区分表示することといたしました。

　なお、前第１四半期連結会計期間の「不動産仲介事業」を、当第１四半期連結会計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のようになります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

前第１四半期連結会計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日

 売上高  

 　外部顧客に対する売上高  76,036

 　セグメント間の内部売上高又は振替高  1,497

 計  77,533

 営業利益  24,145
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日） 

　本邦以外の国また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。

 

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日） 

　海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）　

　有価証券については、その他有価証券で時価のあるものを保有しておりますが、事業の運営において重要なもの

ではないため、記載を省略しております。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 4,707.85円 １株当たり純資産額 5,819.40円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 1,103.50円

　なお、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り、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（千円） 67,940

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 67,940

期中平均株式数（株） 61,568

 

（重要な後発事象）

        該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日） 

　リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、当第１四半期連結会計期間末における当該リース取

引残高は前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年５月11日

株式会社陽光都市開発

取締役会　御中

清 和 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 筧　悦生　　    印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南方　美千雄　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 藤本　亮　　    印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社陽光都市

開発の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社陽光都市開発及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に72,145千円及

び当第１四半期連結会計期間に50,682千円の営業損失を計上しており、また金融機関との借入契約に係る財務制限条項に

抵触していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注

記に記載されている。四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表には反映していない。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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