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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２四半期連結
累計期間

第31期
第２四半期連結
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
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高 （千円） 5,197,7462,659,44112,114,710

経常利益または経常損失（△） （千円） 56,452 129,845△144,034

四半期純利益または当期純損失（△） （千円） 62,845 130,785△4,212,124

純資産額 （千円） － 421,434 358,288

総資産額 （千円） － 11,172,69013,859,186

１株当たり純資産額 （円） － 6,845.025,819.40

１株当たり四半期純利益金額または

１株当たり当期純損失金額(△)
（円） 1,020.752,124.24△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 （％） － 3.8 2.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,287,627 － △1,447,023

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 95,532 － △102,256

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △2,034,106 － △1,784,070

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高  （千円） － 893,1331,544,079

従業員数 （人） － 153 158　　

　（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、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２四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２四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６月30日現在

従業員数（人） 153 (60)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第２四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６月30日現在

従業員数（人） 151 (60)

　（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２四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２四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２四半期連結会計期間
自　平成21年４月１日
 至　平成21年６月30日 

  金額（千円）

 投資用マンション 2,236,597

 その他 －

 合計 2,236,597

　（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２四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２四半期連結会計期間
  自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

 

不動産販売事業 

 

 投資用マンション                 2,194,908　

 その他                　　    －

小計                 2,194,908

不動産管理事業 －                   270,528

不動産賃貸事業　 －                   122,868　

不動産仲介事業　 －     　             40,543　

その他の事業　 －                    30,592　

合計 －                 2,659,441 

　（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。

　

２【事業等のリスク】

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループの主力事業であります投資用マンション事業におきまして、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ていたものの、建築費の高騰により事業化が困難となり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。

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等の理由から売

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。

当該状況を解消すべく、「第２ 事業の状況 、４ 財政状態及び経営成績の分析、(6)事業等のリスクに記載した重要

事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、または改善するための対応策」に記載のとおり当社

としての対策を講じており、上記リスクを軽減してきております。 
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３【経営上の重要な契約等】

　当第２四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。 

  

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

(1)業績の状況 

　当第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、サブプライムローン

問題を起因とする世界的な金融市場の混乱による景気後退が続いておりますが、わが国を始め、欧米各国による経済

対策、金融安定化策等の対策の効果が出始めており、景気は下げ止まりの兆しを示してきております。しかしながら、

雇用・所得環境や個人消費については厳しい状況が続いており、企業を取り巻く環境は非常に厳しいものとなりまし

た。

不動産業界におきましては、金融機関の融資姿勢の厳格化等から不動産の流動性低下が続いており、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、景気悪化等の影響から投資家の投資スタンスが弱まっ

てはおりますが、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底堅い

需要が見られているため、総じて安定した事業環境となっております。

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て第２四半期より販売戸数の拡大を見込んでおりまし

たが、当初計画には達しませんでした。

　その結果、当第２四半期連結会計期間の業績は売上高2,659百万円、経常利益129百万円、四半期純利益130百万円とな

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

・岡野公園弐番館」（横浜市西区）など６棟を供給し、79戸を販売した他、「Music Joy根岸」（東京都台東区）など

の投資用マンションの中古物件を34戸販売致しました。

　その結果、売上高は2,194百万円、営業利益は166百万円となりました。

（不動産管理事業）

　管理物件の順調な増加に加え、大規模修繕工事が完成したことから、売上高は270百万円、営業利益は83百万円となり

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122百万円、営業利益は60百万円となりました。

（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40百万円、営業利益は17百万円

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30百万円、営業利益は１百万円となりました。 

 

(2)財政状態 

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,686百万円減少し、11,172百万円となりました。

これは主に保有在庫の圧縮により、たな卸資産が1,335百万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650百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,749百万円減少し、10,751百万円となりまし

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700百万円減少したこと及び有利子負債が返済や

償還により2,032百万円減少したことによるものであります。

（純資産） 

　当第２四半期連結会計期間末の純資産については、前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、421百万円となりまし

た。これは主に四半期純利益の獲得62百万円によるものであります。
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(3)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の残高は、第１四半期連結会計期間末から133百万円減少

し、893百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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、677百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少額が304百万円

となったものの、たな卸資産の減少額が796百万円となり、さらには税金等調整前四半期純利益を135百万円獲得した

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） 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、収入と支出のいずれにおいても特に大きな動きはなく、13百万円の収入とな

りました。

（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、824百万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823

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２四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。

　

(6)事業等のリスクに記載した重要事象についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、または改善するた

めの対応策

　当社は、「第２　事業の状況、２　事業のリスク」に記載の通り、継続企業の前提に関する重要事象等が存在しており

ます。

当該状況により、当初の販売スケジュールは見直すものの、安定した販売実績と第２四半期での利益率改善が図ら

れている点について金融機関より高い評価を得ており、当社が所有している未着工プロジェクトにおける土地部分の

借入金、計画の変更により販売前に返済期限が到来する借入金の返済延長については概ね合意が得られ、今後におい

ても金融機関との協調態勢は良好な関係を維持できるものと認識しており、返済期限が到来する借入金についても継

続して支援いただけるものと考えております。

　

また、未着工プロジェクトについても、事業化できる水準まで建築コストが低下していることから新規プロジェク

トとして計画の再構築を進めており、未着工プロジェクトのうち２案件については建設会社との協議を経て請負契約

を締結し、新プロジェクトとして再始動するなど、金融機関及び建設会社との良好な関係を維持しつつ、プロジェクト

資金及び建設資金の返済スケジュールの見直しや、期日一括もしくは手形を振り出すことによる返済条件から販売の

都度、返済を行う方法へと切り替えるなど、財務体質の強化へ向けた改善は順調に進展しております。

　

さらに、不動産管理事業においては計画以上の収益を獲得できており、安定的な収益基盤を確立しております。販売

管理費においても人件費の削減やコスト管理を徹底したことによる間接経費の大幅な圧縮により収益の改善が見ら

れ、平成21年12月期第２四半期連結累計期間においては、黒字化を達成しております。第３四半期以降においても売上

規模は概ね横ばいながらも投資用マンション事業における堅実で安定した販売体制の確立、不動産管理事業の安定収

益及びリストラクチャリングによるコスト削減効果が一段と鮮明になることから、平成21年12月期通期においても黒

字化が見込め、継続的な業績の向上及び収益の獲得が実現する見通しとなっております。

　

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しておりますので、財務諸表の注

記には記載をしておりません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であっ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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成21年６月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成21年８月13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４月１日～

平成21年６月30日 
－ 62,400 － 1,071,420 － 1,046,860
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（５）【大株主の状況】

 平成21年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

 岡本征三  神奈川県横浜市港北区 17,703 28.37

 株式会社岡本興産  神奈川県横浜市西区平沼一丁目2－20－1410 16,640 26.67

 岡本順子  神奈川県横浜市港北区 1,407 2.25

 佐原進  神奈川県横浜市戸塚区 1,093 1.75

 長谷川建二  神奈川県横須賀市 1,080 1.73

 陽光都市開発従業員持株会　  神奈川県横浜市西区高島二丁目６番32号 595 0.95

 相馬聡  神奈川県横浜市西区 414 0.66

 南山誠  神奈川県横浜市神奈川区 377 0.60

 尾原純  神奈川県横浜市港北区 342 0.55

 田村佐起三  京都府京都市左京区 323 0.52

計 － 39,974 64.06

　　（注）　上記の他、自己株式が832株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

                                                                                 平成21年6月30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6月30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 ４月 ５月 ６月

最高（円） 15,50010,0009,85020,30017,60021,320

最低（円） 8,410 6,700 6,900 9,30014,51016,000

　（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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）退任役員

 

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役会長　 　　　－　    岡本　征三　 　 平成21年６月12日　

取締役副社長 　　　－ 　　　 長谷川　建二    平成21年６月１日

　

(2）役職の異動

　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役 － 取締役 － 　　田中　忍  平成21年６月１日
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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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規

則」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２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 893,133 1,544,079

受取手形及び売掛金 43,822 42,875

商品 2,695 1,997

販売用不動産 1,888,575 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,540,759 4,637,434

その他のたな卸資産 12,265 16,646

繰延税金資産 36,157 46,168

その他 135,972 191,792

貸倒引当金 △33,340 △11,884

流動資産合計 7,520,042 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 87,366 86,769

減価償却累計額 △86,781 △86,769

工具、器具及び備品（純額） 585 －

土地 － －

有形固定資産合計 585 －

無形固定資産

その他 252 －

無形固定資産合計 252 －

投資その他の資産

投資有価証券 9,450 8,945

長期貸付金 8,931 11,220

繰延税金資産 11,529 17,942

投資不動産 3,738,655 4,319,460

減価償却累計額 △241,600 △235,684

投資不動産（純額） 3,497,055 4,083,775

その他 130,533 150,325

貸倒引当金 △5,687 △6,042

投資その他の資産合計 3,651,811 4,266,165

固定資産合計 3,652,648 4,266,165

資産合計 11,172,690 13,859,186
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 1,010,160 1,710,889

短期借入金 2,283,680 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 3,492,668 3,757,668

1年内償還予定の社債 115,500 252,400

未払法人税等 6,524 397

繰延税金負債 － 540

賞与引当金 － 5,365

その他 646,867 590,501

流動負債合計 7,555,401 7,983,443

固定負債

社債 220,000 220,000

長期借入金 2,216,898 4,465,332

退職給付引当金 38,338 40,428

長期預り保証金 594,674 630,793

その他 125,945 160,900

固定負債合計 3,195,855 5,517,454

負債合計 10,751,256 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 △1,600,514 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 417,853 355,008

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,580 3,280

評価・換算差額等合計 3,580 3,280

純資産合計 421,434 358,288

負債純資産合計 11,172,690 13,859,186
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（２）【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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 5,197,746

売上原価 3,898,619

売上総利益 1,299,127

販売費及び一般管理費 ※1
 1,183,597

営業利益 115,529

営業外収益

受取手数料 10,700

保険解約返戻金 1,604

還付消費税等 11,540

その他 9,634

営業外収益合計 33,480

営業外費用

支払利息 79,283

支払保証料 1,598

支払手数料 6,998

その他 4,677

営業外費用合計 92,557

経常利益 56,452

特別利益

貸倒引当金戻入額 613

償却債権取立益 32

前期損益修正益 5,365

固定資産売却益 13,067

受取和解金 5,000

特別利益合計 24,079

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利益 80,382

法人税、住民税及び事業税 1,858

法人税等調整額 15,678

法人税等合計 17,536

四半期純利益 62,845
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 2,659,441

売上原価 1,925,068

売上総利益 734,373

販売費及び一般管理費 ※1
 568,161

営業利益 166,211

営業外収益

受取手数料 5,650

還付消費税等 11,540

その他 6,124

営業外収益合計 23,315

営業外費用

支払利息 48,779

支払保証料 518

支払手数料 6,788

その他 3,595

営業外費用合計 59,681

経常利益 129,845

特別利益

貸倒引当金戻入額 76

償却債権取立益 15

前期損益修正益 5,365

特別利益合計 5,457

税金等調整前四半期純利益 135,303

法人税、住民税及び事業税 967

法人税等調整額 3,550

法人税等合計 4,517

四半期純利益 130,785
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年６月30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 80,382

減価償却費 30,592

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,365

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,101

受取利息及び受取配当金 △734

支払利息 79,283

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） △946

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,767,259

仕入債務の増減額（△は減少） △645,278

その他 △5,799

小計 1,305,486

利息及び配当金の受取額 734

利息の支払額 △94,316

法人税等の支払額 △439

法人税等の還付額 76,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,287,627

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 △4,573

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 △61,063

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 2,288

その他 19,792

投資活動によるキャッシュ・フロー 95,532

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 2,350,000

短期借入金の返済による支出 △1,732,000

長期借入金の返済による支出 △2,513,434

社債の償還による支出 △136,900

配当金の支払額 △1,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,034,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △650,945

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
 893,133
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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】

該当事項はありません。

　

【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２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30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、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２四半期連結累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。  

　 

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

（所有目的の変更）

固定資産の投資その他の資産における投資不動産として計上しておりました建物266,546千円、土地165,020千円を販

売用不動産に振替えております。

（完成後引渡しを留保されている物件について）

　連結貸借対照表に計上された資産・負債の他、平成21年６月30日現在で工事は完了しておりますが、物件の引渡しを留

保されているため連結貸借対照表には計上されていない仕掛販売用不動産及び買掛金が678,202千円あります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30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２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30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 188,771千円

貸倒引当金繰入額 21,724千円

役員報酬 78,977千円

給料手当 362,868千円

退職給付費用 3,459千円

支払手数料 119,882千円

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30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 94,428千円

貸倒引当金繰入額 4,468千円

役員報酬 42,320千円

給料手当 178,689千円

賞与引当金繰入額 △10,700千円

退職給付費用 1,506千円

支払手数料 53,873千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30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  893,133千円

現金及び現金同等物  893,133千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年６月30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２四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２四半期連結会計期間

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２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30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
2,194,908270,528122,86840,54330,5922,659,441－ 2,659,441

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 3,483 － 346 12,001  15,832(15,832)    －

計 2,194,908274,012122,86840,89042,5942,675,273(15,832)2,659,441

営業利益 166,59083,07560,89817,6361,180329,381(163,170) 166,211

　　

　 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年６月30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
4,318,913490,525233,066104,14351,0965,197,746－ 5,197,746

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 4,879 － 501 18,06623,447(23,447)    －

計 4,318,913495,405233,066104,64569,1625,221,193(23,447)5,197,746

営業利益

又は営業損失（△）
184,111147,066113,63057,336△10,651491,492(375,962) 115,529

　（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、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２四半期連結累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、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、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にしたためであります。
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　なお、前第２四半期連結累計期間の「不動産仲介事業」を、当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年６月31日

 売上高  

 　外部顧客に対する売上高  141,252

 　セグメント間の内部売上高又は振替高   1,607

 計  142,859

 営業利益   31,833
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年１月１日　至　平成21年６月30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２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年１月１日　至　平成21年６月30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２四半期連結会計期間末（平成21年６月30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２四半期連結会計期間末（平成21年６月30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２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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２四半期連結会計期間末
（平成21年６月30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 6,845.02円 １株当たり純資産額 5,819.40円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,020.75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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 2,124.24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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

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

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円）

　
62,845 130,785

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利益（千円） 62,845 130,785

期中平均株式数（株） 61,568 61,568

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日） 

子会社の設立

　当社は平成21年７月17日開催の取締役会におきまして、当社全額出資の子会社を設立することを決議いたしまし

た。

　（１）設立の目的

当社グループは、横浜・川崎エリアを中心に自社ブランドの投資用マンション「グリフィンシリーズ」の販売を

主力事業としており、土地の仕入れ、設計・監理、販売、賃貸募集及び管理に至るまで一社で全てを賄う投資用マン

ション経営のワンストップ・ソリューションを提供しております。今後も、100％出資子会社として当事業を行うた

め、ワンストップ・ソリューションの効果は維持するとともに、安定事業として推移している不動産管理事業の内、

建物管理部門の子会社化を実施することにより業績管理を徹底することで収益性の向上と事業の拡大を目指すも

のであります。

　（２）子会社の概要

　　　　①商号　　　　　　株式会社陽光ビルシステム

　　　　②本店所在地　　　神奈川県横浜市西区平沼１丁目37番16号

　　　　③設立年月日　　　平成21年７月17日

　　　　④主な事業の内容　ビル管理業及びリフォーム・工事等

　　　　⑤資本金の額　　　3,000万円

　

（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30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２四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８月12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２四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年６月30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６月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・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

　会社は後発事象に記載の通り、平成21年７月17日に100%出資子会社である株式会社陽光ビルシステムを設立している。

　

　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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