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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32期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第31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22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高 （千円） 2,538,3041,818,4488,997,549

経常利益又は経常損失（△） （千円） △73,392 △189,931 36,479

四半期純損失（△）又は当期純利益 （千円） △67,940 △185,883 21,429

純資産額 （千円） 289,853 189,124 374,976

総資産額 （千円） 12,181,7898,196,3798,962,586

１株当たり純資産額 （円） 4,707.85 3,071.80 6,090.45

１株当たり四半期純損失金額（△）

又は当期純利益金額
（円） △1,103.50△3,019.16 348.07

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 2.3 4.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 610,349 465,284 2,106,907

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 82,495 14,470 120,592

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,210,021△581,788△3,095,288

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,026,903 574,258 676,292

従業員数 （人） 159 117 127　　

（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指標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。

４　前第１四半期連結会計期間より従業員が減少しましたのは、不動産販売事業に携わる従業員の一部が販

売協力会社に移籍したこと等によるものであります。
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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22年３月31日現在

従業員数（人） 117 (40)

（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22年３月31日現在

従業員数（人） 97 (7)

（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。

２ 前事業年度末より従業員が減少しましたのは、不動産管理事業に携わる従業員の一部が、平成22年１月

１日付けで連結子会社の株式会社陽光ビルシステムに転籍したこと等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
前第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 

当第１四半期連結会計期間
自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日

前年同四半期比
（％） 

投資用マンション（千円） 2,381,078 1,578,073 66.3

そ     の     他（千円） 98,466 － －

 合計（千円） 2,479,544 1,578,073 63.6

（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。

事業の種類別
セグメントの名称

 
区分
 

前第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

当第１四半期連結会計期間
  自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日　

前年同
四半期比
（％）　

不動産販売事業（千円）

投資用

マンション
             2,025,539 1,427,71070.5

その他
         　　   98,466　　

　　　　　　　　　　
－ －

小計              2,124,005 1,427,71067.2

不動産管理事業（千円） －                219,997 218,13999.2

不動産賃貸事業（千円）

　
－                110,197 119,446108.4

不動産仲介事業（千円）

　
－     　          63,599　 33,028 51.9

その他の事業 （千円）　 －
                20,504

　
20,123 98.1

合計（千円） －
             2,538,304

　
1,818,44871.6

（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【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引き続き要請しております。

投資用マンション事業におきまして、事業環境の悪化に伴い販売スケジュールの大幅な修正を余儀無くされた

ことにより、土地部分の借入金の返済、建物部分の代金の支払の延長及び条件の変更を実施しております。

また、未着工プロジェクトを新規事業計画として再構築するに当たり、建設代金の支払い条件が厳格化するこ

とによりその支払いが困難となっており、今後の未着工案件の進捗及び今後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。

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・検討内容及び当該状況を解消し、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。　

　

  上記のほか、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」については、当第１四半期連結会計

期間において重要な変更はありません。
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３【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又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】

(1)業績の状況 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、政府による景気対策効果や新興国経済の拡大等によって、一

部では景気回復傾向の兆しが見られるものの、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

況で推移しております。

不動産業界におきましては、一昨年以来の金融市場の信用収縮に伴い、金融機関の融資姿勢は引き続き厳しい状

況が続いており、一部では回復が見られるものの本格的な市況回復には相当の時間を要するものと思われます。

当社グループの主力事業領域である投資用マンション市場におきましては、安定した家賃収入が期待できる投資

商品として年金制度や将来への不安もあることから、底堅い需要はみられておりますが、景気悪化等の影響から所

得・雇用環境に伴う投資マインドの低下や所得の落ち込みによる融資への影響などにより、事業環境は不安定な状

況が続いております。

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、地域的には成長力のある横浜・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、企業価値の向上に努めてまいりました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,818百万円(前年同期比28.4％減）、営業損失137百万円（前年同

期は50百万円の営業損失）、経常損失189百万円（前年同期は73百万円の経常損失）、四半期純損失185百万円（前

年同期は67百万円の四半期純損失）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・武蔵新城弐番館」（川崎市中原区）、「グリアス横浜・ウエスト

フォルム弐番館」（横浜市西区）など５棟を供給し、58戸を販売した他、投資用マンションの中古物件20戸を販売

いたしました。また、戸別販売を予定しておりました中古物件「アコースティックアパートメント滝野川」（東京

都北区）50戸におきまして、有利子負債の圧縮、資金回収の迅速化の観点から、一棟売却へ販売方法の変更を行い販

売価格の見直しを行ったため、たな卸資産に係る評価損135百万円を売上原価に計上いたしました。

　その結果、売上高は1,427百万円（前年同期比32.8％減）、営業損失は116百万円（前年同期は17百万円の営業利

益）となりました。 

　

（不動産管理事業）

　売上高は前年同期とほぼ同水準となったものの、コスト削減効果などにより、売上高は218百万円（前年同期比

0.8％減）、営業利益は79百万円（同24.6％増）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119百万円（前年同期比8.4％増）、営業利益は59百万円（同13.4％増）と

なりました。 

　

（不動産仲介事業）

　景気停滞による賃貸住宅の借り換え意欲減退などの影響により、売上高は33百万円（前年同期比48.1％減）、営業

利益は18百万円（前年同期比53.8％減）となりました。 

　

（その他の事業）

　売上高は前年同期とほぼ同水準の20百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は０百万円（前年同期は11百万円の

営業損失）となりました。

 

(2)財政状態 

（資産）

　当第１四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766百万円減少し、8,196百万円となりました。こ

れは主に保有在庫の圧縮によりたな卸資産が665百万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102百万円減少したことによるものであります。

　

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ580百万円減少し、8,007百万円となりました。

これは主に有利子負債が返済により581百万円減少したことによるものであります。

　

（純資産） 
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　当第１四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185百万円減少し、189百万円となりま

した。これは主に四半期純損失185百万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102百万円減少し、574

百万円となりました。

　

（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、465百万円の収入（前年同期は610百万円の収入）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純損失193百万円、物件売却によるたな卸資産の減少665百万円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、14百万円の収入（前年同期は82百万円の収入）となりました。これは主

に、差入保証金・敷金の戻入などの、その他17百万円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、581百万円の支出（前年同期は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581百万円（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事業上及び財務上の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の分析・検討内容及び当該状況を解消し、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、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」に記載の

とおり、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、売却による返済及び新規着工による事業計画の再構築を進めております。

前期（平成21年12月期）より、建設会社と新規着工に向けた条件の調整を進めておりましたが、今期（平成22年

12月期）に入りまして建設会社との条件調整が順次進展しており、第２四半期中に１案件の着工を予定しておりま

す。その他未着工の案件についても建設会社との協議を進めており早期着工を目指してまいります。

また、未着工プロジェクトの建物の建築を進めるにあたり、これまでは主に着工時や上棟時に多額の資金負担を

伴う方法で事業化を進めておりましたが、条件等を精査した上で可能なプロジェクトについては、土地を建設会社

に売却をしてその土地に建設会社が建物を建設し、完成後に当社が再度戸別に仕入をして販売を行う省資金型のス

キーム等での事業化を進めております。

上記の着実な進展により、未着工プロジェクトの事業化が明確になることで、金融機関からの評価も得ており、返

済期日の延長にも順次対応して頂いております。今後も金融機関及び建設会社との良好な関係を維持し、事業運営

の安定化を図ってまいります。

投資用マンション事業の戸別販売におきましては、平成22年12月期についても概ね計画通りの販売水準を維持し

ております。また、不動産市況も回復の兆しを見せており、物件の流動性の向上が徐々に見られるようになっており

ます。その中で、当社グループが保有している収益不動産や投資用マンションについても１棟単位の売却を進めて

おります。それにより、投資用マンション事業の販売計画を前倒しにすることが可能なため、土地代金の返済、建物

代金の支払いを進めていくとともに、今後も安定した販売状況を維持することにより資金繰りの安定化を目指して

まいります。

販売管理費におきましても賃借料等、前期（平成21年12月期）実施した削減策の効果が発揮されてきておりま

す。また、さらなる削減を達成すべくコスト管理の徹底を継続しており、資金繰りの安定化に寄与するものと考えて

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、四半期財務

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１四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22年３月31日）

提出日現在
発行数(株)

（平成22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

大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）

　

当社は単元株制度

を採用しておりま

せん。

計 62,400 62,400 － －

（注）第１四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、ジャスダック証券取引所であります。なお、株式会社

ジャスダック証券取引所は、平成22年４月１日付で株式会社大阪証券取引所と合併しておりますので、同

日以降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所となります。

　

（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22年１月１日～

平成22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21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22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22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22年
１月

２月 ３月

最高（円） 29,200 21,500 21,700

最低（円） 18,700 17,560 18,500

（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。なお、ジャスダック証券取引所は平

成22年４月１日付で大阪証券取引所と合併しております。

　

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）新任役員

　該当事項はありません。

　

（2）退任役員

　該当事項はありません。

　

（3）役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役管理本部長 常務取締役管理本部長 田中　忍 平成22年４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、前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、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、前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22

年３月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22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。
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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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 574,258 676,292

受取手形及び売掛金 51,511 51,961

商品及び製品 4,300 4,440

販売用不動産 2,202,145 ※1
 2,507,158

仕掛販売用不動産 3,096,178 ※1
 3,455,789

原材料及び貯蔵品 12,704 13,736

繰延税金資産 45,622 31,431

その他 133,072 125,553

貸倒引当金 △50,919 △49,578

流動資産合計 6,068,875 6,816,784

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 19,330 16,805

減価償却累計額 △13,270 △12,972

建物及び構築物（純額） 6,060 3,832

車両運搬具 10,762 14,239

減価償却累計額 △10,762 △14,239

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 77,412 76,013

減価償却累計額 △73,331 △74,006

工具、器具及び備品（純額） 4,080 2,006

土地 － －

リース資産 11,113 －

減価償却累計額 △555 －

リース資産（純額） 10,557 －

有形固定資産合計 20,698 5,839

無形固定資産

その他 2,131 224

無形固定資産合計 2,131 224

投資その他の資産

投資有価証券 221 189

長期貸付金 6,672 7,251

繰延税金資産 7,322 6,837

投資不動産 2,220,566 2,228,223

減価償却累計額 △224,047 △215,837

投資不動産（純額） 1,996,519 ※1
 2,012,386

その他 99,350 118,458

貸倒引当金 △5,412 △5,384

投資その他の資産合計 2,104,673 2,139,738

固定資産合計 2,127,503 2,145,802

資産合計 8,196,379 8,962,586
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,013 15,229

短期借入金 2,467,760 ※1
 2,141,680

1年内返済予定の長期借入金 3,218,792 ※1
 4,102,992

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払法人税等 8,697 6,763

その他 637,965 641,678

流動負債合計 6,570,227 7,128,342

固定負債

長期借入金 780,361 ※1
 803,336

退職給付引当金 30,366 28,739

長期預り保証金 569,053 577,104

その他 57,246 50,087

固定負債合計 1,437,027 1,459,266

負債合計 8,007,254 8,587,609

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 △1,829,194 △1,643,310

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 189,173 375,057

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △48 △80

評価・換算差額等合計 △48 △80

純資産合計 189,124 374,976

負債純資産合計 8,196,379 8,962,586
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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21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

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

売上高 2,538,304 1,818,448

売上原価 1,973,550 ※1
 1,541,696

売上総利益 564,753 276,751

販売費及び一般管理費 ※2
 615,435

※2
 414,386

営業損失（△） △50,682 △137,635

営業外収益

受取手数料 5,050 3,330

還付消費税等 － 9,449

保険解約返戻金 1,604 87

その他 3,510 1,945

営業外収益合計 10,165 14,811

営業外費用

支払利息 30,504 57,490

支払保証料 1,079 569

支払手数料 210 8,275

貸倒引当金繰入額 － 28

その他 1,082 744

営業外費用合計 32,876 67,107

経常損失（△） △73,392 △189,931

特別利益

貸倒引当金戻入額 536 －

償却債権取立益 17 384

固定資産売却益 13,067 －

受取和解金 5,000 －

特別利益合計 18,621 384

特別損失

固定資産除却損 150 －

減損損失 － 4,186

特別損失合計 150 4,186

税金等調整前四半期純損失（△） △54,920 △193,732

法人税、住民税及び事業税 891 6,827

法人税等調整額 12,127 △14,676

法人税等合計 13,019 △7,849

四半期純損失（△） △67,940 △185,883
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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21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22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 △193,732

減価償却費 16,095 10,523

減損損失 － 4,186

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 1,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,709 1,369

受取利息及び受取配当金 △463 △58

支払利息 30,504 57,490

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） 691 449

たな卸資産の増減額（△は増加） 971,105 665,794

仕入債務の増減額（△は減少） △341,148 625

その他 14,232 △6,474

小計 659,280 541,799

利息及び配当金の受取額 463 58

利息の支払額 △48,974 △69,831

法人税等の支払額 △420 △6,741

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,349 465,284

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 △2,881

無形固定資産の取得による支出 △280 △835

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 1,271 579

その他 5,773 17,607

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,495 14,470

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 1,900,000 535,000

短期借入金の返済による支出 △1,114,800 △208,920

長期借入金の返済による支出 △1,877,167 △907,175

社債の償還による支出 △116,900 －

配当金の支払額 △1,154 △135

リース債務の返済による支出 － △558

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,210,021 △581,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,176 △102,033

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,079 676,292

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,026,903

※1
 574,258
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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】

      該当事項はありません。 

【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１四半期連結会計期間

（自　平成22年１月１日

　　至　平成22年３月31日）　

（完成後引渡しを留保されている物件について）

　当社の主力事業であります不動産販売事業は、主に、当社が取得した土地にマンションもしくはビルを建築し、1棟もし

くは1住戸ごとに顧客に販売する事業であります。ビル及びマンションの建築については、建設会社に外注しておりま

す。

　従来、建設代金につきましては、そのほとんどを建物完成時に現金一括払いもしくは手形一括払いを行い、そして、完成

した建物は建設会社より引渡しを受けてまいりました。しかし、平成21年12月期より販売及び供給スケジュールを見直

すこととなり、建物が完成しても顧客への販売を開始できない物件が存在しております。そのため、建設会社と協議を行

い、完成時の建設代金の支払いを一括払いではなく、当社が顧客に住戸を販売するごとに、その販売した住戸部分に相当

する建設代金を支払うことにより建物の引渡しを受けるという方法に変更いたしました。当然、建設代金の支払いが完

了していない部分の建物については、建設会社より引渡しを受けることはできず、建物の権利は建設会社に留保されて

おります。

　よって、当社は、建設代金を支払って建物の引渡しを受けるごとに、引渡しを受けた建物に相当する金額を売上原価へ

計上しております。なお、完成しているものの当社への引渡しが留保されている建物の建設代金は1,465,697千円であり

ます。また、建設会社と約定した支払期限までに物件の販売が完了しない場合、その時点での未払の建設代金を支払う義

務が生じます。
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【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22年３月31日）　

　前連結会計年度末

　　　　　　　　　（平成21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。　

　※１　担保資産　

　　　　借入金7,048,008千円（長期借入金803,336千円、１年内

返済予定の長期借入金4,102,992千円、短期借入金

2,141,680千円）の担保として抵当に供しているもの

は次のとおりであります。

　販売用不動産 　2,393,052千円

　仕掛販売用不動産 　2,638,160千円

　投資不動産 　1,978,634千円

　    合計 　7,009,847千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

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

　１                ―――――――― ※１　　たな卸資産は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

　　　　たな卸資産評価損　　　  　135,674千円

※２　　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。

※２　　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

販売促進費 55,412千円

貸倒引当金繰入額 1,691千円

役員報酬 33,570千円

給料手当 132,913千円

賞与引当金繰入額 －千円

退職給付費用 2,395千円

支払手数料 45,263千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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

※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 574,258千円

現金及び現金同等物 574,258千円
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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22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　

平成22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】

前第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

　

当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日　至平成22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
1,427,710218,139119,44633,02820,1231,818,448－ 1,818,448

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 8,745 1,507 － 12,20722,459(22,459)   －

計 1,427,710226,884120,95333,02832,3311,840,908(22,459)1,818,448

営業利益

又は営業損失（△）
△116,30679,75159,79718,348 95 41,685(179,320)△137,635

　（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

　前第１四半期連結累計期間

　「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。

　

　当第１四半期連結累計期間

　　該当事項はありません。

　

3.事業区分の方法の変更

　前第１四半期連結累計期間

　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。

　

　当第１四半期連結累計期間

　該当事項はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前第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） 

　本邦以外の国又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。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３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在外支店がないため、該当事項はありません。

　

 

【海外売上高】

前第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。 

 

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

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 3,071.80円 １株当たり純資産額 6,090.45円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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。 

１株当たり四半期純損失金額 3,019.16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。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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） 67,940 185,883

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） 67,940 185,883

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１四半期連結会計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年５月14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22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から

平成22年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22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22年３月31日現在の財政状

態並びに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。

　

　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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