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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３四半期連結
累計期間

第31期
第３四半期連結
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
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９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） 7,236,1002,038,35312,114,710

経常利益または経常損失（△） （千円） 105,210 48,757△144,034

四半期純利益または当期純損失（△） （千円） 107,314 44,469△4,212,124

純資産額 （千円） － 466,359 358,288

総資産額 （千円） － 9,976,04513,859,186

１株当たり純資産額 （円） － 7,574.715,819.40

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） 1,743.03 722.28△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 （％） － 4.7 2.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,846,029 － △1,447,023

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 82,557 － △102,256

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △2,685,206 － △1,784,070

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高  （千円） － 787,4591,544,079

従業員数 （人） － 125 158　　

　（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３四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。 

 

 

３【関係会社の状況】

  当第３四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９月30日現在

従業員数（人） 125 (45)

　（注）1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当第３四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. 従業員数が当第３四半期会計期間において28名減少しましたのは、主に不動産販売事業に携わる人員の販売協

力会社への異動によるものであります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 124 (45)

　（注）1. 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３四半期会計期間の  

平均人員を（　）外数で記載しております。

        2. 従業員数が当第３四半期会計期間において27名減少しましたのは、主に不動産販売事業に携わる人員の販売

　　　　協力会社への異動によるものであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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３四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３四半期連結会計期間
自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日 

  金額（千円）

 投資用マンション 1,481,457

 その他 45,675

 合計 1,527,133

　（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３四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３四半期連結会計期間
  自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

 

不動産販売事業 

 

 投資用マンション 1,591,111

 その他 45,675

小計 1,636,786

不動産管理事業 － 198,373

不動産賃貸事業　 － 124,339

不動産仲介事業　 － 32,886

その他の事業　 － 45,966

合計 － 2,038,353

　（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】
提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出
会社の経営に重要な影響を及ぼす事象
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、事業期間が長期化していることから当該プロジェクトに係る借入金について、金融機関に対して返済期
日の延長を希求しております。
また、前連結会計年度において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する注記を記載したことから、信用不安の
リスクが高まり、建設会社における新規工事の請負条件及び建設代金の支払い条件が厳格化し、未着工案件の進捗及
び来期以降の新築マンションの供給に多大な影響を及ぼしております。
これにより当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に疑義を生じさせるような事象又は状
況が存在しております。　
当該状況を解消すべく、「第２　事業の状況、４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、（6）事
業等のリスクに記載した重要事象等の分析・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グループ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３四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が判断したものであります。　

(1)業績の状況 

当第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年来の景気後退が

続くなか、景気対策の押し上げ効果などにより回復の兆候が見られるものの、厳しい雇用・所得環境が続いており、依

然として先行き不透明な状況が続いております。

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くとともに景気不透明感

に伴う購買意欲の低迷や物件価格の下落等の状況が依然として続いております。

当社グループの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に対す

る姿勢は弱まっておりますが、安定した収入が期待できる投資商品として、年金制度や将来の生活への不安もあるこ

とから底堅い需要が見られております。

このような事業環境のもと、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て、様々な入居者サービスの充実を図り、顧客満足度の向上、ブランド力の強化を図って

まいりました。また、投資用マンション事業から派生する不動産管理事業にも注力をし、投資用マンション経営におけ

るワンストップ・ソリューションを提供することで、さらなる顧客サポート体制の充実に全力を尽くしてまいりまし

た。

さらに、主力エリアである横浜みなとみらい２１地区周辺のオフィスビル等の開発による就業人口の増加に伴う安

定した賃借需要もあり、当第３四半期連結会計期間における販売状況につきましては、概ね堅調に推移いたしました。

その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は売上高2,038百万円、経常利益48百万円、四半期純利益44百万円となり

ました。

　

（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・岡野公園弐番館」（横浜市西区）、「グリフォーネ横浜・伊勢

町弐番館」（横浜市西区）など５棟を供給し、63戸を販売いたしました。また、「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14戸販売した他、土地の販売も行った結果、売上高は1,636百万円、営業利益は

109百万円となりました。

（不動産管理事業）

　主な管理対象物件である当社供給物件の販売によって管理物件が増加したことから、売上高は198百万円、営業利益

は72百万円となりました。

（不動産賃貸事業）

　売上規模は概ね横ばいとなりましたが、引き続き安定した収益を確保しており、売上高は124百万円、営業利益は50百

万円となりました。

（不動産仲介事業）

　賃貸仲介を事業の中心に据えた結果、特に大きな業績の変動はなく、売上高は32百万円、営業利益は13百万円となり

ました。 

（その他の事業）

　ファンド事業が好調に推移したことから、売上高は45百万円、営業利益は２百万円となりました。 

 

(2)財政状態 

（資産）

　当第３四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3,883百万円減少し、9,976百万円となりました。こ

れは主に保有在庫の圧縮により、たな卸資産が2,416百万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756百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　当第３四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3,991百万円減少し、9,509百万円となりました。

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1,241百万円減少したこと及び有利子負債が返済や償

還により2,683百万円減少したことによるものであります。

（純資産） 

　当第３四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108百万円増加し、466百万円となりまし

た。これは主に四半期純利益の獲得107百万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３四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２四半期連結会計期間末から105百万円減少

し、787百万円となりました。

　当第３四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、558百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少額が542百万円

となったものの、たな卸資産の減少額が1,080百万円となり、さらには税金等調整前四半期純利益を51百万円獲得した

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、有形固定資産の取得による支出６百万円、投資不動産の取得による支出５百

万円などにより、12百万円の支出となりました。

（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、651百万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650

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３四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

当社グループには、「第２　事業の状況、２　事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループには、将来にわたって事

業活動を継続するとの前提に疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、下記施策の確実な実行に

より、早期に大幅な改善が実現できると考えております。

当社グループが所有している未着工プロジェクトにおける販売前に返済期限が到来する土地部分の借入金の返済延

長については概ね合意が得られており、順次、手続きを完了させております。また、建設会社との協議の上、新規プロ

ジェクトとして計画の再構築を進め、２案件については既に請負契約を締結し、再始動しております。残りの未着工プ

ロジェクトにおいても、建設会社及び金融機関との良好な関係を維持しつつ、未着工案件の再始動による物件の安定

供給を目指してまいります。

主力事業であります投資用マンション事業については、安定した需要の後押し、利益率の改善により第２四半期連結

会計期間において黒字に転換し、通期の黒字化達成も視野に入ってきている点について引き続き金融機関より一定の

評価を得ております。今後においても協調体制は良好な関係が維持す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。

　

平成21年12月期当初の計画から業績予想の修正に伴い、販売及び供給についてスケジュールの見直しを実施し、その

結果、土地部分の借入金や建設代金において返済スケジュール及び返済方法の切り替えが必要となっております。金

融機関及び建設会社との協議の上、これまでの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を順次行っており、引き続き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。

　

販売管理費においてもコスト管理の徹底を継続し、黒字化達成へ貢献しております。また、賃借料などを含めた幾つ

かのコスト削減策は来期以降に寄与するものもあり、今後も継続した収益の改善を見込んでいることから、業績の向

上が実現する見通しとなっております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
（平成21年９月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成21年11月12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７月１日～

平成21年９月30日 
－ 62,400 － 1,071,420 － 1,046,860

　

（５）【大株主の状況】

　当第３四半期会計期間において、岡本征三氏及びその共同保有者である株式会社岡本興産ならびに岡本順子氏から

平成21年８月31日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年８月21日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保

有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確

認ができません。　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

株式会社岡本興産 神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番20－1410号 株式　18,640 29.87

岡本　征三

岡本　順子　

神奈川県横浜市港北区

神奈川県横浜市港北区　

株式　15,703

株式 　1,407　

25.17

2.25　
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（６）【議決権の状況】

  当第３四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21年６月30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9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9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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 15,50010,0009,85020,30017,60021,32018,10019,00035,800

最低（円） 8,410 6,700 6,900 9,30014,51016,00014,00014,90016,500

　（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

常務取締役 　　　－ 　　　 土屋　広剛    平成21年８月31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３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 787,459 1,544,079

受取手形及び売掛金 51,494 42,875

商品 3,187 1,997

販売用不動産 939,744 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,407,956 4,637,434

その他のたな卸資産 12,951 16,646

繰延税金資産 29,856 46,168

その他 133,459 191,792

貸倒引当金 △41,312 △11,884

流動資産合計 6,324,798 9,593,020

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,765 17,401

減価償却累計額 △9,131 △17,401

建物及び構築物（純額） 3,633 －

車両運搬具 12,281 20,647

減価償却累計額 △12,281 △20,647

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 78,619 86,769

減価償却累計額 △76,428 △86,769

工具、器具及び備品（純額） 2,190 －

土地 － －

有形固定資産合計 5,824 －

無形固定資産

その他 238 －

無形固定資産合計 238 －

投資その他の資産

投資有価証券 10,218 8,945

長期貸付金 7,889 11,220

繰延税金資産 11,150 17,942

投資不動産 3,743,899 4,319,460

減価償却累計額 △256,165 △235,684

投資不動産（純額） 3,487,733 4,083,775

その他 133,576 150,325

貸倒引当金 △5,383 △6,042

投資その他の資産合計 3,645,184 4,266,165

固定資産合計 3,651,247 4,266,165

資産合計 9,976,045 13,859,186
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 468,944 1,710,889

短期借入金 2,118,480 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 4,514,992 3,757,668

1年内償還予定の社債 220,000 252,400

未払法人税等 4,653 397

繰延税金負債 － 540

賞与引当金 － 5,365

その他 694,005 590,501

流動負債合計 8,021,076 7,983,443

固定負債

社債 － 220,000

長期借入金 824,407 4,465,332

退職給付引当金 33,286 40,428

長期預り保証金 579,114 630,793

その他 51,801 160,900

固定負債合計 1,488,609 5,517,454

負債合計 9,509,686 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 △1,556,045 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 462,322 355,008

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,036 3,280

評価・換算差額等合計 4,036 3,280

純資産合計 466,359 358,288

負債純資産合計 9,976,045 13,859,186
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 7,236,100

売上原価 5,383,085

売上総利益 1,853,014

販売費及び一般管理費 ※1
 1,649,846

営業利益 203,168

営業外収益

受取手数料 14,550

保険解約返戻金 1,604

還付消費税等 10,893

その他 12,780

営業外収益合計 39,828

営業外費用

支払利息 123,673

支払保証料 2,368

支払手数料 7,001

その他 4,743

営業外費用合計 137,786

経常利益 105,210

特別利益

貸倒引当金戻入額 916

償却債権取立益 55

前期損益修正益 5,365

固定資産売却益 16,692

受取和解金 5,000

特別利益合計 28,030

特別損失

固定資産売却損 22

固定資産除却損 1,059

特別損失合計 1,081

税金等調整前四半期純利益 132,160

法人税、住民税及び事業税 2,798

法人税等調整額 22,046

法人税等合計 24,845

四半期純利益 107,314
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,038,353

売上原価 1,484,466

売上総利益 553,887

販売費及び一般管理費 ※1
 466,248

営業利益 87,639

営業外収益

受取手数料 3,850

その他 3,145

営業外収益合計 6,995

営業外費用

支払利息 44,389

支払保証料 770

支払手数料 3

その他 714

営業外費用合計 45,877

経常利益 48,757

特別利益

貸倒引当金戻入額 303

償却債権取立益 22

固定資産売却益 3,625

特別利益合計 3,951

特別損失

固定資産売却損 22

固定資産除却損 909

特別損失合計 931

税金等調整前四半期純利益 51,777

法人税、住民税及び事業税 939

法人税等調整額 6,368

法人税等合計 7,308

四半期純利益 44,469
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９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 132,160

減価償却費 45,448

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） △7,141

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,769

受取利息及び受取配当金 △792

支払利息 123,673

固定資産売却損益（△は益） △16,670

固定資産除却損 1,059

売上債権の増減額（△は増加） △8,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,847,714

仕入債務の増減額（△は減少） △1,188,261

その他 △35,222

小計 1,916,752

利息及び配当金の受取額 792

利息の支払額 △147,144

法人税等の支払額 △534

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 1,846,029

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 △10,924

有形固定資産の売却による収入 1,809

有形固定資産の除却による支出 △919

無形固定資産の取得による支出 △550

投資不動産の取得による支出 △66,307

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 3,330

その他 16,748

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,557

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 △1,897,200

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △2,963,601

社債の償還による支出 △252,400

配当金の支払額 △2,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,685,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △756,620

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
 787,459
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【継続企業の前提に関する事項】

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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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３四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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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９

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1,413,736千円あります。

(子会社の設立の経過について）

　当社は、平成21年７月17日に、100％出資子会社株式会社陽

光ビルシステムの設立を決議し、登記を完了しており、第２

四半期報告書に後発事象として、当該設立に関する記載を

いたしました。しかしながら、事業開始準備は継続的に進め

てはいるものの、営業開始予定日が当初予定の平成21年９

月１日から平成22年１月１日にずれ込んでいるため、当第

３四半期報告書提出日現在において資本金30,000千円の払

い込みが完了していないことから、会社としての事業活動

は開始しておりません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年９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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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 257,054千円

貸倒引当金繰入額 29,696千円

役員報酬 108,057千円

給料手当 518,520千円

退職給付費用 7,182千円

支払手数料 155,516千円

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９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 68,283千円

貸倒引当金繰入額 7,971千円

役員報酬 29,080千円

給料手当 155,651千円

退職給付費用 3,722千円

支払手数料 35,634千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９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  787,459千円

現金及び現金同等物  787,459千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　

平成21年９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３四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３四半期連結会計期間

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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９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
1,636,786198,373124,33932,88645,9662,038,353－ 2,038,353

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 2,846 － － 4,519  7,366(7,366)    －

計 1,636,786201,220124,33932,88650,4862,045,720(7,366)2,038,353

営業利益 109,89972,19950,95913,3022,359248,720(161,081) 87,639

　　

　 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年９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
5,955,700688,899357,406137,02997,0637,236,100－ 7,236,100

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 7,725 － 501 22,58530,813(30,813)    －

計 5,955,700696,625357,406137,531119,6497,266,913(30,813)7,236,100

営業利益

又は営業損失（△）
294,011219,265164,59070,638△8,292740,213(537,044)  203,168

　（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３四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３四半期連結累計期間の「不動産仲介事業」を、当第３四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３四半期連結累計期間

自　平成20年１月１日

至　平成20年９月30日

 売上高  

 　外部顧客に対する売上高  224,363

 　セグメント間の内部売上高又は振替高   1,607

 計  225,971

 営業利益   70,267
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成21年１月１日　至　平成21年９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３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成21年１月１日　至　平成21年９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３四半期連結会計期間末（平成21年９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３四半期連結会計期間末（平成21年９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３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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３四半期連結会計期間末
（平成21年９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 7,574.71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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,743.03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 722.28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３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円）

　
107,314 44,469

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） 107,314 44,469

期中平均株式数（株） 61,568 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３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９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３四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11月９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３四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年９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９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

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。

　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。

　　　　２．四半期連結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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