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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 14,666 ― 2,210 ― 1,859 ― 985 ―

20年3月期第1四半期 7,266 △13.6 228 △30.8 △188 ― △282 ―

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 39.60 ―

20年3月期第1四半期 △11.04 ―

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 131,482 39,757 30.2 1,597.07
20年3月期 139,880 39,500 28.2 1,586.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  39,757百万円 20年3月期  39,500百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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 31,300 ― 4,400 ― 3,600 ― 2,100 ― 84.36
通期 57,300 4.9 8,300 11.5 6,500 5.6 3,800 4.5 152.65

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  無  

(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】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、その他特定事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、様々な不確定要因 
  によって、実際の業績が上記の予想数値と異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 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  26,000,000株 20年3月期  26,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,106,234株 20年3月期  1,106,234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  24,893,766株 20年3月期第1四半期  25,565,450株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、石油製品や食料品などの価格上昇を受けた消費者心理の悪化 

 による個人消費の冷え込みや、欧米諸国における景気減退の影響を受けた輸出の減少から減速感が強まりました。 

  不動産業界におきましては、消費者の購入意欲の低下により郊外分譲物件を中心に販売不振が目立ち、契約率が 

 低下いたしました。また投資市場においては、サブプライムローン問題による金融機関・金融市場の混乱が継続し 

 ていることを背景に、調整局面が続いております。 

  こうした厳しい環境下ではありますが、当社グループは消費者ニーズに応える商品提供に努め、積極的な営業活 

 動を展開したことから、当第１四半期連結会計期間における売上高は14,666百万円（前年同期比101.8%増）、営業 

 利益は2,210百万円（前年同期は228百万円）、経常利益は1,859百万円（前年同期は△188百万円）、四半期純利益 

 は985百万円（前年同期は△282百万円）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す。 

  ①  不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

  不動産販売事業におきましては、「クリオ柏」など当第１四半期連結会計期間に分譲マンション208戸を販売

したほか、ファンド向け開発物件の売却を行い、売上高13,192百万円（前年同期比127.3%増）、営業利益2,129

百万円（前年同期は102百万円）となりました。 

  ②  不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

       不動産賃貸事業におきましては、売上高486百万円（前年同期比0.5%増）、営業利益227百万円（前年同期比 

    9.7%減）となりました。 

  ③  その他事業 

     その他事業におきましては、不動産管理事業、住設企画販売事業を主体に、売上高は987百万円（前年同期比

    0.9%増）、営業利益は58百万円（前年同期は△41百万円）となりました。 

  

（参考）中期経営計画「ＭＭ2010」の進捗状況 

 ※数値は、単体ベース。 

  

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きましては、資産合計が131,482百万円、負債合計が91,725百万円、純資産合計

 が39,757百万円となり、それぞれ前連結会計年度末と比較して8,398百万円の減少、8,655百万円の減少、256百万 

 円の増加となりました。 

  この結果、自己資本比率は2.0ポイント上昇し、30.2%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末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計 

 年度末比576百万円減少し、34,965百万円となりました。 

  営業活動によるキャッシュフローは税金等調整前四半期純利益1,776百万円を確保したことに加え、棚卸資産の  

 減少が7,212百万円となったため、6,552百万円の資金の増加となりました。 

  投資活動によるキャッシュフローは、439百万円の資金の減少となりました。主たる要因は、有形固定資産の取得

 による資金の減少348百万円であります。 

  財務活動によるキャッシュフローは、6,689百万円の資金の減少となりました。主たる要因は、プロジェクトが  

 終了したことによって不動産販売事業に伴う借入金が減少したことによるものであります。 

  目標（平成21年度） 当第１四半期末実績 平成20年３月期実績 

 売上高経常利益率(%) 11.0 14.1 12.1 

 3期の累積経常利益(億円) 180 79 60 

 最終年度における純資産額 

 (億円) 
430 386 383 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

  不動産業界においては、エンドユーザー及び投資家ともに買い控えの傾向が強まっており、販売期間が長期化し 

 ていることから、需給バランスの不均衡による在庫調整には相応の期間を要することが見込まれます。また建築資 

 材価格高騰の影響による建築コストの上昇が事業採算の悪化を招いていることや、業界内での競合の激化による販 

 売価格の低迷から、従来通りの収益率確保が困難になる可能性があります。 

   こうした厳しい事業環境ではありますが、当社グループは、従来通り厳選した立地を生かした商品開発により、 

 エンドユーザー・投資家それぞれのニーズに合致した物件を提供していくという基本戦略を維持していくととも  

 に、グループ一丸となった営業展開を行い着実に販売を推進していくことで、業績の確保を図ってまいります。 

  なお、平成21年３月期の連結業績につきましては、第２四半期連結累計期間・通期ともに、期初予想（平成20年 

 ５月８日発表）からの変更はありません。 

  

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 

 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 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、主として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、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。これにより、たな卸資産評価損84百万円を特別損失に計

上し、税金等調整前四半期純利益は84百万円減少しております。 



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 36,016 36,495

受取手形及び売掛金 262 376

販売用不動産 20,007 20,309

仕掛販売用不動産 49,565 56,683

営業貸付金 2,171 2,382

繰延税金資産 109 315

その他 609 958

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 108,736 117,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,948 6,012

土地 13,548 13,214

その他 117 115

有形固定資産合計 19,614 19,342

無形固定資産   

特許権 23 25

ソフトウエア 84 84

その他 42 42

無形固定資産合計 149 152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,577 1,514

繰延税金資産 413 367

その他 1,837 1,831

貸倒引当金 △846 △842

投資その他の資産合計 2,981 2,870

固定資産合計 22,745 22,365

資産合計 131,482 139,880



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,553 16,757

短期借入金 4,830 4,830

1年内返済予定の長期借入金 33,530 30,314

未払法人税等 668 1,440

前受金 2,717 2,323

賞与引当金 48 242

役員賞与引当金 18 73

役員退職慰労引当金 － 15

その他 1,129 947

流動負債合計 57,496 56,945

固定負債   

長期借入金 33,470 42,691

退職給付引当金 80 78

役員退職慰労引当金 135 133

その他 542 530

固定負債合計 34,228 43,434

負債合計 91,725 100,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 31,789 31,550

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 39,695 39,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 44

少数株主持分 － －

純資産合計 39,757 39,500

負債純資産合計 131,482 139,880



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 14,666

売上原価 10,896

売上総利益 3,770

販売費及び一般管理費 1,559

営業利益 2,210

営業外収益  

受取利息 26

違約金収入 7

匿名組合投資利益 43

その他 25

営業外収益合計 103

営業外費用  

支払利息 393

その他 61

営業外費用合計 454

経常利益 1,859

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除却損 0

たな卸資産評価損 84

特別損失合計 85

税金等調整前四半期純利益 1,776

法人税、住民税及び事業税 644

法人税等調整額 146

法人税等合計 790

少数株主利益 －

四半期純利益 985



（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利益 1,776

減価償却費 84

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13

賞与引当金の増減額（△は減少） △193

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55

受取利息及び受取配当金 △29

匿名組合投資損益（△は益） △43

支払利息 393

たな卸資産評価損 84

有形及び無形固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） 321

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,212

その他の資産の増減額（△は増加） 132

未収消費税等の増減額（△は増加） 327

仕入債務の増減額（△は減少） △2,204

その他の負債の増減額（△は減少） 404

未払消費税等の増減額（△は減少） 91

小計 8,294

利息及び配当金の受取額 19

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △1,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,552

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △747

定期預金の払戻による収入 650

有形固定資産の取得による支出 △348

出資金の分配による収入 11

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △439

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 4,345

長期借入金の返済による支出 △10,350

配当金の支払額 △684

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △576

現金及び現金同等物の期首残高 35,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,965



    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） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高 

 海外売上高は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 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 13,192 486 987 14,666 - 14,666 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
- 29 142 171 (171) - 

計 13,192 515 1,129 14,838 (171) 14,666 

営業利益 2,129 227 58 2,415 (204) 2,210 



「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 7,266 

Ⅱ 売上原価 5,605 

売上総利益 1,661 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,432 

営業利益 228 

Ⅳ 営業外収益 66 

Ⅴ 営業外費用 483 

経常損失 △188 

Ⅵ 特別利益 0 

Ⅶ 特別損失 4 

税金等調整前四半期純損失 △191 

税金費用 91 

四半期純損失 △282 



（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   

税金等調整前第１四半期
純損失 

△191 

減価償却費 90 

支払利息  436 

売上債権の増減額 
（増加：△）  

△105 

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

△12,133 

仕入債務の増減額 
（減少：△）  

△3,529 

その他  △1,404 

小計 △16,836 

利息の支払額  △459 

法人税等の支払額  △2,474 

その他  21 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△19,748 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

定期預金の払戻による収
入  63 

定期預金の預入による支
出  

△64 

有形固定資産取得による
支出  

△4 

匿名組合分配金の受取額  17 

その他  △16 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△4 

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
（減少：△）  680 

長期借入れによる収入  15,130 

長期借入金の返済による
支出  

△3,293 

配当金の支払額  △726 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 11,789 



 
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） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額（減少：△） 

△7,963 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 46,822 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 38,858 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 海外売上高はないため該当事項はありません。 

 
不動産販売事業 
（百万円） 

不動産賃貸事業
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 5,803 484 978 7,266 - 7,266 

営業費用 5,700 271 1,724 7,696 (659) 7,037 

営業利益 

（又は営業損失） 

  

102 252 (41) 314 (85) 228 
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