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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わが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発するグローバルな金融危

機の影響により、景気の減速傾向が明らかになりつつあります。不動産業界におきましても、金融機関の融資厳格化

による不動産売買の停滞および建築資材価格高騰の中での販売価格の下落傾向等は各社の業績に深刻な影響を与える

ものと予想されます。

　このような状況下、当社の不動産開発事業の中のマンション案件は、厳しい販売競争のなかでも比較的物件の立地

条件等に恵まれたため予定通りの販売進捗となりましたが、不動産の流動化案件は融資厳格化の影響を受け、先行き

が不透明な状況にあります。不動産賃貸事業、およびその他の事業を合わせた全体では、売上高60億33百万円、営業

損失９百万円、経常損失64百万円となりました。

　当社の主力である不動産開発事業におきましては、本年度も、新規案件の竣工引渡し時期が第３四半期以降に集中

しており、その影響により当第１四半期は経常損失となりましたが、これは当初の業績予想どおりであります。

　なお債務保証の損失に備えるため、特別損失として11億57百万円を引当計上したことにより、四半期純損失は12億

95百万円となりました。

　また、前年同四半期には連結財務諸表を作成しておりませんので、前年同期比較等は記載しておりません。

セグメント別売上高および構成比は次のとおりです。

セグメント別売上高

事業の種類別セグメントの名称
売上高

（百万円）

構成比

（％）

 不動産開発事業 　 5,596 92.7

 不動産賃貸事業  234 3.9

 その他の事業  資　材　事　業 112 1.9

　  繊　維　事　業 86 1.4

  シ ニ ア 事 業　 4 0.1

 合　　　　　計 6,033 100.0

①不動産開発事業

　金融不安を背景とする消費者心理の冷え込みはマンション販売の動向に大きく影響しております。当第一四半

期は、新規の竣工案件もあり、マンション総戸数で317戸（持分戸数で178戸）の引渡しを行い、売上高55億96百

万円、営業損失1億13百万円となりました。

②不動産賃貸事業

　名古屋圏のオフィス空室率も一部では7％を超えるなど厳しい状況になりつつあります。当第一四半期は津サ

ティからの収益が中心であり、売上高2億34百万円、営業利益54百万円となりました。また旧ビルの解体作業も

順調に進んでおります。

③その他の事業

　予定どおりの進捗となり、資材事業、繊維事業、シニア事業を合わせて、売上高2億2百万円、営業利益49百万

円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、552億32百万円となりました。前連結会計年度末に比べ25億93百万円減少しております

が、これは不動産開発事業における新規案件の竣工引渡しによるものです。純資産は69億31百万円となり、前連結会

計年度末に比べ16億54百万円減少しておりますが、これは主として四半期純損失とその他有価証券評価差額金の減少

によるものです。

当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、８億33百万円となりました。これは、主として

新規マンションの竣工に伴う棚卸資産の減少額12億73百万円、仕入債務の減少額53億95百万円、およびその他流動負

債の増加20億44百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、12百万円となりました。これは、主として有形

固定資産および無形固定資産の取得による支出15百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は11億82百万円となりました。これは、主として短

期借入金の調達による収入24億18百万円、長期借入金の調達による収入14億89百万円、長期借入金の返済による支出

25億８百万円の差し引きによるものです。

　以上より、当第１四半期における現金及び現金同等物の期末残高は、14億28百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　世界的な金融危機による経済的混乱が如何に収束するかにもよりますが、景気減速による国内消費の低下と融資厳

格化による不動産売買の停滞はしばらく続くものと予想されます。

　特に不動産流動化案件は先行きが懸念されるため、当社は今年度後半に竣工が集中するマンションの販売に注力し

てまいります。

　平成21年5月期の連結業績予想につきましては、当第一四半期におきまして四半期純損失となりましたが、今後保有

資産の売却等による特別利益が見込まれるため、平成20年7月10日に発表いたしました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

　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する方法により、

四半期連結会計期間または四半期連結累計期間の減価償却費として計上しております。

（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　　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　　「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）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、評価基準については原価法から原価法（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）に変更しております。

　なお、これによる業績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８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20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,428,962 1,092,744

受取手形及び売掛金 560,431 1,081,862

製品 117,594 95,868

原材料 23,273 29,804

仕掛品 5,575 49,712

販売用不動産 7,753,680 4,383,034

仕掛販売用不動産 9,373,509 11,304,445

開発用不動産 18,237,013 20,920,784

その他 5,438,524 6,202,475

貸倒引当金 △14,300 △53,700

流動資産合計 42,924,265 45,107,031

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,544,050 5,538,190

その他 6,989,762 6,987,853

減価償却累計額 △3,123,473 △3,078,971

その他（純額） 3,866,288 3,908,881

有形固定資産合計 9,410,338 9,447,071

無形固定資産 62,904 57,864

投資その他の資産   

その他 2,868,634 3,247,224

貸倒引当金 △43,220 △43,220

投資その他の資産合計 2,825,414 3,204,004

固定資産合計 12,298,657 12,708,940

繰延資産 9,136 9,684

資産合計 55,232,059 57,825,656

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,365,652 7,761,289

短期借入金 10,566,416 8,148,281

1年内返済予定の長期借入金 12,557,553 13,197,693

未払法人税等 42,774 102,830

賞与引当金 80,862 127,111

建替費用引当金 47,800 131,100

債務保証損失引当金 1,157,800 －

その他 3,144,945 1,020,204

流動負債合計 29,963,803 30,488,510

㈱中央コーポレーション（3207） 平成21年5月期　第１四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８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20年５月31日) 

固定負債   

長期借入金 13,492,000 13,870,700

その他 4,845,093 4,880,792

固定負債合計 18,337,093 18,751,492

負債合計 48,300,896 49,240,003

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,361,765 3,361,765

資本剰余金 2,532,971 2,533,004

利益剰余金 744,092 2,256,578

自己株式 △8,072 △8,035

株主資本合計 6,630,757 8,143,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280,453 408,528

繰延ヘッジ損益 △41,120 △16,095

評価・換算差額等合計 239,333 392,433

新株予約権 61,072 49,907

純資産合計 6,931,163 8,585,653

負債純資産合計 55,232,059 57,825,656
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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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 6,033,823

売上原価 4,678,658

売上総利益 1,355,165

販売費及び一般管理費 1,364,225

営業損失（△） △9,060

営業外収益  

受取利息 10,325

受取配当金 12,116

違約金収入 3,441

受取賃貸料 17,996

雑収入 9,694

営業外収益合計 53,574

営業外費用  

支払利息 65,756

シンジケートローン手数料 32,778

雑損失 10,594

営業外費用合計 109,130

経常損失（△） △64,615

特別利益  

貸倒引当金戻入額 39,400

特別利益合計 39,400

特別損失  

投資有価証券評価損 89,170

債務保証損失引当金繰入額 1,157,800

特別損失合計 1,246,970

税金等調整前四半期純損失（△） △1,272,186

法人税、住民税及び事業税 35,157

法人税等調整額 △11,755

法人税等合計 23,402

四半期純損失（△） △1,295,588
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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６月１日 
 至 平成20年８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（△） △1,272,186

減価償却費 44,502

無形固定資産償却費 2,606

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,249

建替費用引当金の増加額(△は減少) △83,300

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,157,800

投資有価証券評価損益（△は益） 89,170

前払年金費用の増減額（△は増加） 46,257

受取利息及び受取配当金 △22,442

支払利息 65,756

売上債権の増減額（△は増加） 521,431

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,273,001

仕入債務の増減額（△は減少） △5,395,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） 886,175

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,044,151

その他 12,017

小計 △716,344

利息及び配当金の受取額 12,946

利息の支払額 △54,387

法人税等の支払額 △75,570

営業活動によるキャッシュ・フロー △833,354

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △6,400

有形固定資産の取得による支出 △7,769

無形固定資産の取得による支出 △7,646

差入保証金の回収による収入 10,000

貸付けによる支出 △25,000

貸付金の回収による収入 20,000

その他 4,376

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,440

㈱中央コーポレーション（3207） 平成21年5月期　第１四半期決算短信

7



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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） 2,418,134

長期借入れによる収入 1,489,500

長期借入金の返済による支出 △2,508,340

自己株式の取得による支出 △98

自己株式の売却による収入 28

配当金の支払額 △152,411

その他 △64,800

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,182,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 336,218

現金及び現金同等物の期首残高 1,092,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,428,962
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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

　当社は、当第１四半期連結会計期間末において、当社のシンジケートローン契約に関し、借入人の義務または

確約条項に抵触する事実が発生し、これにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当該条項は、「シンジケートローン契約の参加金融機関の事前承諾なしに、借入人または第三者の負担する債

務のために担保提供を行わないこと」というものであります。このたび第三者の借入契約に際し、当社の保有資

産の一部を担保提供したことが、上記シンジケートローンの当該条項に抵触することになりました。

　当社は現在、参加金融機関に対し、その承諾を得るべく協議中であります。また、当社は優良な固定資産を保

有しておりますが、これらの資産の有効活用を通じて財務体質の強化を図ることを検討中であり、またより一層

の与信管理の徹底と資金効率の強化をも併せて実行することにより、引き続き取引金融機関と円滑な関係を保つ

べく、理解と支援を要請して参ります。

　以上より、取引金融機関の協力を得られるものと考えており、資金繰り等への影響は想定されないことから、

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おらず、当第１四半期連結会計期間の四半期連

結財務諸表は継続企業を前提に作成しております。

（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６月１日　至　平成20年８月31日）

不動産
開発事業
（千円）

不動産
賃貸事業
（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
5,596,666 234,168 202,989 6,033,823 ― 6,033,823

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 5,596,666 234,168 202,989 6,033,823 ― 6,033,823

営業利益又は営業損失（△） △113,162 54,693 49,407 △9,060 ― △9,060

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な内容

(1) 不動産開発事業

 

分譲マンション・投資用マンション等の開発販売、商業ビル・商業施設の開発販売、

マンションのリノベーション・リフォーム工事請負

(2) 不動産賃貸事業 オフィスビル・商業施設等の賃貸・管理

(3) その他の事業

　

建築用資機材の商流・斡旋、毛織物その他各種繊維製品の製造販売、グループホー

ムの賃貸・運営管理等

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．その他(3）②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」を適用しております。なお、これによる業績に与える影響はありません。

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６月１日　至　平成20年８月31日）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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６月１日　至　平成20年８月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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（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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