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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 6,109 ― 246 ― 185 ― 18 ―

20年3月期第1四半期 5,077 △1.2 388 28.7 386 43.1 110 19.5

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

21年3月期第1四半期 1.16 ―

20年3月期第1四半期 6.88 ―

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

21年3月期第1四半期 37,665 17,850 47.4 1,111.32
20年3月期 35,909 18,040 50.2 1,123.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,850百万円 20年3月期  18,040百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 13.00 26.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31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 17,164 ― 1,680 ― 1,559 ― 873 ― 54.38
通期 32,950 9.9 3,208 △21.3 3,003 △25.2 1,644 △21.3 102.36

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．平成20年５月12日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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に基づき作成したものであり、実
際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  16,098,250株 20年3月期  16,098,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  35,400株 20年3月期  35,400株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  16,062,850株 20年3月期第1四半期  16,062,850株
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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 

 当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融資本市場不安に加え、原

油や原材料価格の高騰の影響等により企業収益は減少し、個人消費も停滞感がみられるなど、減速リスクが高まっ

てきました。 

 首都圏マンション市場におきましては、地価上昇や建築費の高騰、マンション価格の上昇に伴う需要の減少、改

正建築基準法施行に伴う着工戸数の減少等の影響により、平成20年上半期（１～６月）の供給戸数は、２万1,547

戸と前年同期の２万8,284戸に比べて23.8％の減少となりました（株式会社不動産経済研究所調べ）。 

 当社グループの主要事業領域である資産運用型分譲マンション市場におきましても、原価上昇により収益性の低

下は避けられない状況となっております。また、販売面につきましては、消費マインドの低下等により力強さに欠

けるものの、安定したインカムゲインが期待できる金融商品としての認知度の定着や、少人数世帯による職住近接

を目的とした都心指向などを背景に底堅く推移しております。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、首都圏において、資産運用として多彩なメリットを提供する「ガ

ーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、顧客サポート体制の充実、ブランド力の強化を図るとともに、中

古マンション売買の拡充に積極的に取組みグループ企業価値の向上に全力を尽くしてまいりました。 

 こうした結果、当第１四半期連結会計期間は、売上高61億９百万円（前年同期比20.3%増）、営業利益２億46百

万円（前年同期比36.6％減）、経常利益１億85百万円（前年同期比52.0％減）、四半期純利益18百万円（前年同期

比83.1％減）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） 

 不動産販売事業におきましては、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開するとともに、

中古マンション108戸を販売した結果、ワンルームマンション売上高41億31百万円（206戸）、ファミリーマンション

売上高４億61百万円（12戸）、その他収入８億39百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は54億32百万円、営業

利益は97百万円となりました。 

（不動産賃貸・建物管理事業） 

 不動産賃貸・建物管理事業におきましては、賃貸物件、管理物件の増加により、売上高３億29百万円、営業利益は

１億54百万円となりました。 

（その他事業） 

 その他事業におきましては、売上高３億47百万円を計上し、営業損失は14百万円となりました。 

 所在地別セグメント情報は、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。 

  

 なお、当社グループの主力事業である分譲マンション販売事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。

そのため、マンションの竣工や引渡しのタイミングにより四半期毎の業績に偏重が生じる傾向があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、376億65百万円となり、前連結会計年度末比17億55百万円の増加

となりました。その主な要因は、開発用地の取得によりたな卸資産が増加したことによるものであります。また、有

利子負債は、133億53百万円となり、前連結会計年度末比22億78百万円の増加となりました。なお、純資産は178億50

百万円となり、自己資本比率は47.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが20億47百万円の

減少、投資活動によるキャッシュ・フローが１億76百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが20億91百万

円の増加となりました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は49億18百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して２億21百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、流出した資金は20億47百万円となりました。これは主として物件取得によりたな卸資産が13億

49百万円増加したこと、法人税等の支払額が８億13百万円となったこと等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） 

 投資活動の結果、獲得した資金は１億76百万円となりました。主な収入は、投資有価証券の売却による収入３億

29百万円であります。主な支出は、観光旅館「遊季亭」の改修工事等に伴う有形固定資産の取得による支出１億35

百万円であります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は20億91百万円となりました。主な収入は、事業用地、及び中古物件の購入資金

対応のための長短借入による収入36億26百万円であります。主な支出は、プロジェクトの完成に伴う長期借入金の

返済による支出13億47百万円であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日発表の業績予想に変更はありません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

  

（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 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ5,964千円減少しております。 
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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20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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,347,125 4,986,423

受取手形及び営業未収入金 697,976 550,782

有価証券 5,575 5,570

たな卸資産 27,649,277 26,308,016

前渡金 468,729 564,634

繰延税金資産 186,095 267,077

その他 668,859 877,549

貸倒引当金 △1,470 △10,486

流動資産合計 35,022,168 33,549,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 875,830 446,491

減価償却累計額 △136,622 △130,266

建物及び構築物（純額） 739,207 316,225

土地 442,261 442,261

建設仮勘定 － 8,185

その他 203,106 186,665

減価償却累計額 △138,037 △133,696

その他（純額） 65,068 52,969

有形固定資産合計 1,246,538 819,642

無形固定資産 34,641 38,089

投資その他の資産   

投資有価証券 201,090 198,923

繰延税金資産 622,948 647,953

その他 552,681 670,647

貸倒引当金 △14,762 △15,188

投資その他の資産合計 1,361,957 1,502,336

固定資産合計 2,643,137 2,360,068

資産合計 37,665,305 35,909,635
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,246,433 1,244,111

短期借入金 3,236,089 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 6,764,940 7,654,920

未払金 720,320 242,279

未払法人税等 60,912 757,652

預り金 1,179,867 1,205,699

賞与引当金 37,710 128,017

その他 366,335 320,816

流動負債合計 13,612,608 12,913,497

固定負債   

長期借入金 3,352,490 2,060,000

退職給付引当金 133,118 140,600

役員退職慰労引当金 940,500 989,800

長期預り敷金保証金 1,740,778 1,736,493

長期預り金 34,814 28,830

固定負債合計 6,201,700 4,955,724

負債合計 19,814,309 17,869,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,858,970 1,858,970

資本剰余金 2,345,801 2,345,801

利益剰余金 13,707,185 13,897,301

自己株式 △54,851 △54,851

株主資本合計 17,857,106 18,047,221

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,109 △6,808

評価・換算差額等合計 △6,109 △6,808

純資産合計 17,850,996 18,040,413

負債純資産合計 37,665,305 35,909,635
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,109,301

売上原価 4,459,954

売上総利益 1,649,347

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 191,968

給料手当及び賞与 428,075

賞与引当金繰入額 34,914

退職給付費用 2,746

役員退職慰労引当金繰入額 11,500

その他 733,988

販売費及び一般管理費合計 1,403,191

営業利益 246,155

営業外収益  

受取利息 946

受取配当金 8,578

違約金収入 220

その他 2,766

営業外収益合計 12,511

営業外費用  

支払利息 40,658

開業費償却 19,978

その他 12,719

営業外費用合計 73,356

経常利益 185,310

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,000

特別利益合計 9,000

特別損失  

関係会社株式売却損 232

特別損失合計 232

税金等調整前四半期純利益 194,078

法人税、住民税及び事業税 69,868

法人税等調整額 105,508

法人税等合計 175,376

四半期純利益 18,701
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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20年４月１日 
 至 平成20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 194,078

減価償却費 22,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,442

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,307

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △49,300

受取利息及び受取配当金 △9,525

支払利息 40,658

関係会社株式売却損益（△は益） 232

売上債権の増減額（△は増加） △147,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,349,149

仕入債務の増減額（△は減少） 2,321

前渡金の増減額（△は増加） 95,905

前受金の増減額（△は減少） △73,783

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 4,285

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,908

その他 208,321

小計 △1,204,255

利息及び配当金の受取額 9,526

利息の支払額 △39,100

法人税等の支払額 △813,718

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,047,547

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 △135,994

有形固定資産の売却による収入 15,109

投資有価証券の取得による支出 △989

投資有価証券の売却による収入 329,970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△232

定期預金の増減額（△は増加） △69,133

その他 38,139

投資活動によるキャッシュ・フロー 176,869

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） 1,876,089

長期借入れによる収入 1,750,000

長期借入金の返済による支出 △1,347,490

配当金の支払額 △186,846

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,091,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 221,073

現金及び現金同等物の期首残高 4,697,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,918,436
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．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20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （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…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、建物管理 

その他事業………………………建築物の設計、施工、請負、不動産のリノベーションほか 

２．会計処理の方法の変更 

 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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、不動産販

売事業で5,964千円減少しております。 

  

ｂ．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20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結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。 

ｃ．海外売上高 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・ 

建物管理事業 

（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 5,432,518 329,175 347,607 6,109,301 － 6,109,301 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 45,141 15,875 61,016 (61,016) － 

計 5,432,518 374,317 363,482 6,170,318 (61,016) 6,109,301 

営業利益又は営業損失 97,526 154,917 △14,305 238,138 8,016 246,155 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,077,894 

Ⅱ 売上原価 3,307,301 

売上総利益 1,770,592 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,382,139 

営業利益 388,453 

Ⅳ 営業外収益 22,312 

Ⅴ 営業外費用 24,678 

経常利益 386,087 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 2,679 

税金等調整前四半期純利益 383,407 

税金費用 272,818 

四半期純利益 110,588 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 383,407 

 減価償却費  13,257 

 受取利息及び配当金  △8,583 

 支払利息  23,212 

 たな卸資産の増減額 △3,558,247 

 仕入債務の増減額  △2,970,257 

 その他 △146,983 

小計 △6,264,195 

 利息及び配当金の受取 
 額 8,586 

 利息の支払額 △26,704 

 法人税等の支払額  △2,337,065 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△8,619,378 

Ⅱ 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 

△7,318 

 投資有価証券の取得に 
 よる支出  

△1,012 

 投資有価証券の売却に 
 よる収入 19,440 

 定期預金等の増減額  27,963 

 その他 △29,092 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 9,979 

Ⅲ 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 △630,000 

 長期借入れによる収入  1,000,000 

 長期借入金の返済によ 
 る支出  

△450,000 

 配当金の支払額 △230,074 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△310,074 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（又は減少額） 

△8,919,472 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 14,706,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 5,787,223 
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（３）セグメント情報 

ａ．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（平成19年４月１日～６月30日）    

                                             （単位：千円） 

ｂ．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19年４月１日 至平成19年６月30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。 

  

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19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。 

 
不動産販売事業 

  

不動産賃貸・ 
建物管理事業 

  

その他の事業 
  

計 
消去又は全社 

  
連結 
  

売上高             

(1) 外部顧客に対 

  する売上高 
4,624,773 302,285 150,835 5,077,894 － 5,077,894 

(2) セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高  

－ 38,238 1,000 39,238 (39,238) － 

  計 4,624,773 340,523 151,835 5,117,133 (39,238) 5,077,894 

営業費用 4,356,546 207,927 175,370 4,739,844 (50,403) 4,689,441 

営業利益 268,227 132,596 △23,535 377,288 11,164 388,453 
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