
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アゼル 上場取引所 東 大 

コード番号 1872 URL http://www.azel.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 古江 正

問合せ先責任者 （役職名） 経営管理部長 （氏名） 内潟 正則 TEL 03-3734-6211

四半期報告書提出予定日 平成20年8月11日

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 11,211 ― △8 ― △214 ― △520 ―

20年3月期第1四半期 13,977 41.7 313 ― 181 ― 107 ―

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 △7.70 ―

20年3月期第1四半期 1.59 1.58

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 66,059 15,400 23.3 227.79
20年3月期 68,938 15,916 23.1 235.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,400百万円 20年3月期  15,916百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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 19,600 ― △50 ― △470 ― △760 ― △11.24

通期 58,400 △2.0 290 △68.5 △550 ― △920 ― △13.61

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.その他をご覧ください。  

(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.その他をご覧ください。  

(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、その他特記事項 
  １．本資料に記載されている業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって
予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
  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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  68,650,478株 20年3月期  68,650,478株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,040,126株 20年3月期  1,080,669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  67,589,103株 20年3月期第1四半期  67,625,111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、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や、

原油及び原材料価格の高騰等により景気の先行きの不透明感が強まりました。
　住宅・不動産業界においても、新設住宅着工戸数の減少が続くとともに、景気の先行き不透明感から分譲
住宅の販売が低迷しており、依然として厳しい環境が続きました。
　このような経営環境下において当社グループは、完成済マンションの販売を中心に、棚卸資産の圧縮に注
力するとともに、希望退職の実施等による経営の効率化に努めてまいりました。
　この結果、当第１四半期の売上高は112億11百万円（前年同期比19.8％減）、営業損失は８百万円（前年同
期営業利益３億13百万円）、経常損失は２億14百万円（前年同期経常利益１億81百万円）となりました。
　また、希望退職の実施に伴う特別損失２億60百万円の計上もあり、四半期純損失は５億20百万円（前年同
期四半期純利益１億７百万円）となりました。
　なお、当社グループの売上高は、主力事業であるマンション分譲事業の完成・引渡し時期が、期末に集中
する傾向にあるため、特に第１四半期における売上高が相対的に低くなる季節的特性があります。

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。

［マンション分譲事業］
　マンション分譲事業部門では、新築分譲マンション１棟の完成・引渡しを含む62戸の引渡しを行い、売上
高は19億39百万円となり、営業損失は２億円となりました。
　［その他不動産事業］
　その他不動産事業部門では、開発事業用地の売却等により、売上高24億79百万円、営業利益は１億54百万
円となりました。
　［建設事業］
　建設事業部門では、売上高12億85百万円となり、営業利益は26百万円となりました。
　［レジャー事業］
　レジャー事業部門では、売上高55億７百万円となり、営業利益は１億７百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
資産合計は、たな卸資産の減少により、前連結会計年度末に比べ28億79百万円減少し660億59百万円となり

ました。
　負債合計は、仕入債務及び有利子負債の減少により、前連結会計年度末に比べ23億63百万円減少し506億59
百万円となりました。
　純資産合計は、四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ５億15百万円減少し154億円となりま
した。この結果、自己資本比率は23.3％となり、１株当たり純資産は227円79銭となりました。

キャッシュ・フローの状況
　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少により12億３百万円の資金増加となりました。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、アミューズメント事業のリニューアル投資により１億85百万円の
資金減少となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、マンションプロジェクト資金借入の返済により借入金が減少し、
14億86百万円の資金減少となりました。
　これにより「現金及び現金同等物の四半期末残高」は前連結会計年度末と比べ４億68百万円減少し、15億
73百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
マンション分譲市場においては、首都圏・関西圏での新築分譲マンション契約率が引き続き低調に推移す

るとともに、販売在庫数は増加基調となり、数年来、大都市圏の住宅地価を牽引してきたマンション分譲市
場は調整局面を迎えております。
  当社グループの通期業績予想につきましても、主力事業であるマンション分譲事業において、こうした市
場環境を踏まえ、事業計画の見直しを行ったことにより売上計画戸数は大幅に減少いたします。引き続き、
完成在庫及び新規分譲マンションの早期完売に向け注力しておりますが、販売スピードを上げていくために
は、価格面での影響は避けられないため、売上総利益が減少する見込みであります。同様に、開発事業用地
の一部についても計画を見直し早期売却を実施する予定です。
　また、希望退職の実施等、経営合理化によるコスト削減についても実施済みですが、特別退職加算金等の
特別損失の計上もあり、連結・個別業績ともに当期純損失を計上する見込みであります。
　今後についても、当社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況が継続すると予測されますが、新経営陣
を中心に、将来の成長戦略に向けた事業再構築について方向性を固めており、具現化に向けた検討を重ねて
おります。そのため、通期の業績についても、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
　なお、現時点において、第２四半期累計期間における業績予想の変更はありません。
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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）

（％表示は対前期増減率)

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

通 期 58,400 △ 2.0 290 △ 68.5 △ 550 ― △ 920 ― △ 13 61

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通 期 32,900 0.0 △ 390 ― △ 940 ― △ 960 ― △ 14 20

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
①簡便な会計処理
　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算
定する方法によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
　該当事項はありません。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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工事契約に関する会計基準の適用
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期請負工事（工期１年超かつ請負金額１億円

以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、
「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開
始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれら
の会計基準等を適用し、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら
れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について
は工事完成基準を適用しております。
　これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ18百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は29
百万円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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：百万円）

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 1,573 2,041

受取手形及び不動産事業未収入金等 1,501 1,751

販売用不動産 13,334 14,306

不動産事業支出金 23,947 22,895

未成工事支出金等 220 2,163

その他 1,653 1,659

貸倒引当金 △49 △47

流動資産合計 42,180 44,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,823 13,865

土地 14,183 14,205

その他 2,049 2,215

減価償却累計額 △7,238 △7,320

有形固定資産合計 22,818 22,966

無形固定資産

のれん 196 202

その他 20 21

無形固定資産合計 216 223

投資その他の資産 844 978

固定資産合計 23,879 24,168

資産合計 66,059 68,938

負債の部

流動負債

支払手形及び不動産事業未払金等 2,693 3,333

短期借入金 24,639 23,253

1年内償還予定の転換社債 3,934 3,934

未払法人税等 34 142

不動産事業受入金等 405 1,030

賞与引当金 164 113

その他 1,322 860

流動負債合計 33,195 32,666

固定負債

長期借入金 16,959 19,837

退職給付引当金 43 45

その他 461 474

固定負債合計 17,463 20,356

負債合計 50,659 53,022
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 16,008 16,008

資本剰余金 1,835 1,835

利益剰余金 △2,305 △1,784

自己株式 △137 △142

株主資本合計 15,400 15,916

純資産合計 15,400 15,916

負債純資産合計 66,059 68,938

― 5 ―
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 11,211

売上原価 9,596

売上総利益 1,615

販売費及び一般管理費 1,623

営業損失（△） △8

営業外収益

その他 33

営業外収益合計 34

営業外費用

支払利息 236

その他 4

営業外費用合計 240

経常損失（△） △214

特別利益

前期損益修正益 10

特別利益合計 11

特別損失

固定資産売却損 13

固定資産除却損 14

退職特別加算金 132

退職給付費用 128

特別損失合計 288

税金等調整前四半期純損失（△） △491

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等合計 28

四半期純損失（△） △520
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

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損失（△） △491

減価償却費 181

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 236

有形固定資産売却損益（△は益） 12

有形固定資産除却損 138

退職給付費用 128

売上債権の増減額（△は増加） 250

不動産事業受入金等の増減額（△は減少） △170

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,863

仕入債務の増減額（△は減少） △640

その他 △20

小計 1,485

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △171

法人税等の支払額 △111

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,203

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 △192

有形固定資産の売却による収入 14

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △185

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） 231

長期借入れによる収入 938

長期借入金の返済による支出 △2,661

その他 5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △468

現金及び現金同等物の期首残高 2,041

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,573
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㈱アゼル(1872)平成21年３月期 第１四半期決算短信

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

【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）

マンション
分譲事業
(百万円)

その他
不動産事業
(百万円)

建設事業
(百万円)

レジャー
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　 売上高

1,939 2,479 1,285 5,507 11,211 ─ 11,211

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

─ 7 9 35 51 (51) ─

計 1,939 2,486 1,294 5,543 11,263 (51) 11,211

営業利益又は営業損失(△) △ 200 154 26 107 88 (96) △ 8

（注）会計処理基準等の変更

当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。こ

の結果、従来の方法によった場合に比べて、建設事業の営業利益が18百万円増加しております。

(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。
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㈱アゼル(1872)平成21年３月期 第１四半期決算短信

6. その他
 生産、受注及び販売の状況

　 契約・受注実績

当第1四半期連結会計期間における契約・受注実績を、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。

契約高・受注高

事業の種類別セグメントの名称
当第1四半期連結会計期間

（百万円）

　 マンション分譲事業 3,041

　 建設事業 346

契約残高・受注残高

事業の種類別セグメントの名称
当第1四半期連結会計期間

（百万円）

　 マンション分譲事業 2,826

　 建設事業 990

当第1四半期連結会計期間における売上実績を、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
当第1四半期連結会計期間

（百万円）

　 マンション分譲事業 1,939

　 その他不動産事業 2,479

　 建設事業 1,285

　 レジャー事業 5,507

合  計 11,211

（注）1 当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。

 2  売上高総額に対する割合が、100分の10以上の相手先はありません。

 3  セグメント間取引については、相殺消去しております。

 4 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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㈱アゼル(1872)平成21年３月期 第１四半期決算短信

　「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(百万円)       

 Ⅰ 売 上 高             13,977 

 Ⅱ 売 上 原 価             11,592 

  売 上 総 利 益              2,385 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費              2,071 

  営 業 利 益                313 

 Ⅳ 営 業 外 収 益                 28 

 Ⅴ 営 業 外 費 用                160 

  経 常 利 益                181 

 Ⅵ 特 別 利 益                  2 

 Ⅶ 特 別 損 失                  3 

  税金等調整前四半期純利益                180 

  法人税等                 73 

　四半期純利益                107 
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㈱アゼル(1872)平成21年３月期 第１四半期決算短信

　(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(百万円)

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 180

　 減価償却費 186

　 受取利息及び受取配当金 △1

　 支払利息 155

　 売上債権の増加額(△) △521

　 不動産事業受入金等の減少額(△) △493

　 たな卸資産の増加額(△） △2,627

　 仕入債務の減少額(△) △943

　 その他 340

　 小計 △3,723

　 利息及び配当金の受取額 1

　 利息の支払額 △104

　 法人税等の支払額 △62

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,889

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 △241

　 有形固定資産の売却による収入 2

　 その他 △1

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △240

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 借入金の増加額 940

　 配当金の支払額 △131

　 その他 △1

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 806

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△) △3,323

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 6,913

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,589
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