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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 6,478 ― △289 ― △652 ― △357 ―

20年3月期第1四半期 9,535 ― 726 ― 398 ― 228 ―

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 △46.21 ―

20年3月期第1四半期 29.45 ―

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 79,310 8,667 10.9 1,119.80
20年3月期 87,297 9,204 10.5 1,189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,667百万円 20年3月期  9,204百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

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 24,000 ― 350 ― △400 ― △250 ― △32.29

通期 66,500 16.6 2,500 △34.7 1,000 △57.8 500 △63.0 64.59

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、４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、４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．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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  7,747,000株 20年3月期  7,747,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,874株 20年3月期  6,874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  7,740,126株 20年3月期第1四半期  7,742,050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１四半期連結会計期間における我が国経済は、昨年来の米国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、円高や原油を始めとした資源高騰による物価上昇が企業収益を圧迫する状況となっ
ております。また、個人消費につきましては、食料品やガソリンを始めとする生活必需品の値上げが相次ぎ、
景気の減速感が強まっております。
当社企業グループの主要事業である分譲マンション業界におきましては、建築基準法の改正による影響

は収束に向かっているものの、景気の減速感とともに、住宅購入意欲の減退を招き軟調傾向で推移してお
ります。
このような事業環境におきまして、当社企業グループは、立地に重点をおいた土地取得と顧客に受け入れ

られる価格設定を行うことにより、企業ブランドの確立に努めてまいりました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績におきましては、売上高は6,478百万円（前年同期比32.1％

減）、営業損失は289百万円（前年同期は営業利益726百万円）、経常損失は652百万円（前年同期は経常利益
398百万円）、四半期純損失は357百万円（前年同期は四半期純利益228百万円）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あります。
(不動産販売事業)
昨年来の景気の後退感が、生活必需品の物価上昇というより身近な消費者のマインド低下につながり、厳

しい環境のなかでの事業展開となりました。
このようななかで、当第１四半期連結会計期間は、クレアヒルズ千里津雲台(大阪府吹田市)、クレアコー

ト芦屋(兵庫県芦屋市)の２棟（前年同期は３棟）の新築マンションが竣工し、144戸（前年同期比22.2％
減）を引渡しました。モデルルームへの来場件数が減少傾向となるなか、丁寧な対応を心掛けた営業を行い
ました。
この結果、売上高は5,237百万円（前年同期比29.4％減）、営業損失は470百万円（前年同期は営業利益561

百万円）となりました。
(不動産賃貸・管理事業)
不動産賃貸・管理事業におきましては、賃貸事業はこの数年続いた急激な賃料上昇が一段落したものの、

都心の競争力のある当社所有ビルについては更なる賃料改定を進めてまいりました。他方、地方においては
空室率が改善されない厳しい状況が続いておりますが、一段の入居条件の緩和を図りテナント誘致に努めま
した。
ビル管理事業におきましては、新規物件とスポット工事の受注及び原価の圧縮に努め、収益の向上を図り

ました。
また、マンション管理事業におきましては、新規管理戸数80戸を加え、総管理戸数6,812戸を受託するとと

もに、オプション販売会を積極的に行い、売上拡大に努めました。
この結果、売上高は1,201百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は356百万円（同1.4％増）となりま

した。
(その他の事業)
その他の事業(保険事業)におきましては、当社分譲マンション購入者向け火災保険等の販売が引き続き順

調に推移しましたが、企業保険分野が大幅な減少となり、売上高は38百万円（前年同期比45.6％減）、営業利
益は24百万円（同51.0％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)
総資産は、前連結会計年度末に比べて9.1％減少し、79,310百万円となりました。これは、主として流動資

産におけるたな卸資産が949百万円増加し、現金及び預金が8,116百万円、受取手形及び売掛金が1,274百万円
それぞれ減少したことなどによるものであります。
(負債)
負債は、前連結会計年度末に比べて9.5％減少し、70,642百万円となりました。これは、主として流動負債

における短期借入金が5,775百万円、未払法人税等が792百万円、予約債権等の預り金を含むその他流動負債
が1,241百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
(純資産)
純資産は、前連結会計年度末に比べて5.8％減少し、8,667百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が551百万円減少したことなどによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の改正に伴う当社業績への影響が見通し難い状況ではあ

りますが、他の要因による業績の変動も現時点では想定されないことから、平成20年５月14日発表の通期の
業績予想に変更はありません。
今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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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の算定方法)
定率法を採用している資産については、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。
(棚卸資産の評価方法)
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う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

(税金費用の計算)
税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(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 「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)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 たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

(販売用不動産、不動産事業支出金)
通常の販売目的で保有する販売用不動産、不動産事業支出金については、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、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ129,000千円増加しており

ます。
(貯蔵品)
貯蔵品については、先入先出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、
先入先出法による原価法（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。
これによる損益に与える影響はありません。

③ リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改
正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる
よう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、通常の売買取引
に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減
価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
ただし、リース取引開始日が平成20年３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、
引き続き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。
これによる損益に与える影響はありません。
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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 4,277,893 12,394,657

受取手形及び売掛金 888,113 2,162,854

販売用不動産 7,871,176 8,173,495

不動産事業支出金 48,053,401 46,800,112

貯蔵品 5,368 7,183

繰延税金資産 469,573 178,220

その他 995,329 852,824

貸倒引当金 △5,740 △14,199

流動資産合計 62,555,116 70,555,149

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,414,162 3,451,701

機械装置及び運搬具（純額） 23,384 25,804

土地 12,532,180 12,532,180

建設仮勘定 688 896

その他（純額） 11,182 11,909

有形固定資産合計 15,981,599 16,022,491

無形固定資産 25,519 27,457

投資その他の資産

投資有価証券 384,743 329,944

その他 439,347 438,286

貸倒引当金 △76,325 △76,325

投資その他の資産合計 747,765 691,906

固定資産合計 16,754,885 16,741,855

資産合計 79,310,001 87,297,004

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,072,718 8,133,589

短期借入金 37,506,400 43,281,400

未払法人税等 8,287 800,562

賞与引当金 58,422 155,523

役員賞与引当金 － 25,400

その他 2,876,806 4,117,956

流動負債合計 48,522,633 56,514,431

固定負債

長期借入金 18,859,500 18,343,600

繰延税金負債 99,906 90,356

再評価に係る繰延税金負債 1,753,417 1,753,417

退職給付引当金 118,618 99,779

長期預り敷金保証金 1,288,518 1,290,730

固定負債合計 22,119,960 21,577,884

負債合計 70,642,594 78,092,316
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,008,344 1,008,344

資本剰余金 673,277 673,277

利益剰余金 6,985,836 7,537,039

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 8,659,968 9,211,171

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,195 4,273

土地再評価差額金 △10,757 △10,757

評価・換算差額等合計 7,438 △6,483

純資産合計 8,667,407 9,204,688

負債純資産合計 79,310,001 87,297,004
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 6,478,319

売上原価 5,464,390

売上総利益 1,013,928

販売費及び一般管理費 1,303,097

営業損失（△） △289,168

営業外収益

受取利息 1,729

受取配当金 3,393

還付加算金 2,236

その他 31

営業外収益合計 7,391

営業外費用

支払利息 365,921

その他 4,950

営業外費用合計 370,872

経常損失（△） △652,649

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,459

特別利益合計 8,459

特別損失

固定資産除却損 836

特別損失合計 836

税金等調整前四半期純損失（△） △645,026

法人税等 △287,327

四半期純損失（△） △357,699
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セントラル総合開発㈱(3238)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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。

6. その他の情報

該当事項はありません。

― 7 ―

決算短信 2008年08月05日 16時37分 03386xe01_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）



セントラル総合開発㈱(3238)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）前四半期連結損益計算書

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)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 9,535,745

Ⅱ 売上原価 7,452,615

　 売上総利益 2,083,130

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,356,787

　 営業利益 726,342

Ⅳ 営業外収益 9,269

Ⅴ 営業外費用 337,073

　 経常利益 398,538

Ⅵ 特別利益 3,974

Ⅶ 特別損失 3,412

　 税金等調整前四半期純利益 399,100

　 税金費用 171,094

　 四半期純利益 228,005
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