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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 3,538 ― △220 ― △378 ― △236 ―

20年3月期第2四半期 4,225 △6.6 386 △14.8 267 △22.3 157 △23.8

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2四半期 △12,033.57 ―

20年3月期第2四半期 8,092.17 7,863.30

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2四半期 12,727 1,484 12.7 75,444.08
20年3月期 13,708 1,745 12.7 88,727.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,484百万円 20年3月期  1,745百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 1,250.00 1,250.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 250.00 250.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 10,000 11.3 60 △92.7 △250 ― △148 ― △7,523.38

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  19,672株 20年3月期  19,672株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  19,672株 20年3月期第2四半期  19,515株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)本資料及び添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発
表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる場合があります。業績予想の適切な利用に関する説明に関する特記事
項の詳細については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
(2)当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



当第２四半期累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における我が国経済は、米国のサブプ
ライムローン問題に端を発した金融不安が依然として解消せず、米国大手金融機関の破綻等の影響もあ
り、景況感は急速に悪化してまいりました。 
 当不動産業界におきましても、昨年の建築基準法の改正による影響、建築資材価格や建築代金の高騰、
不動産価格の急落、マンション発売戸数の減少・契約率の低迷、金融機関による融資姿勢の厳格化等の影
響により厳しい状況となりました。不動産経済研究所の調査によると、平成20年7月～9月の3ヶ月間にお
ける首都圏の新築マンション発売戸数は8,022戸と、前年同期比46.3％減少しました。また、平成20年９
月の月間契約率は60.1％と、売れ行き好調の目安とされる70％を大きく下回りました。他方、財団法人東
日本不動産流通機構の調査によると、首都圏の中古マンションの平成20年９月の成約件数は2,506件（前
年同月比5.25％増加）で、５ヶ月連続の増加となっております。 
 このような環境の中、当社は自社の特徴である「脱・特化」型ビジネスのポートフォリオにより、特定
の事業領域に特化せず、多様な商品創作を行うことで、リスクを分散し、安定成長を図ってまいりまし
た。 
  

売上に関しましては、当社主力の不動産販売商品のうち価格帯2,000～4,000万円台の一次取得者向け
商品は、総じてほぼ計画に沿って進捗してまいりましたが、第2四半期に予定していた富裕層向け1棟商
品2物件（合計金額12.3億円）の販売が下期にずれ込んだことが減額の主因となっております。 
不動産販売事業の売上実績は、デベロップメント業務において、新築マンション「ラ・アトレ大宮土

呂」（さいたま市北区）４戸、「ラ・アトレ横濱鶴見Ⅱ」（横浜市鶴見区）12戸、「ラ・アトレ中青
木」（埼玉県川口市）1戸、ランドプロジェクト業務においては「吉祥寺南町ランドPJ」（東京都武蔵
野市）２区画、「等々力１丁目PJ」（東京都世田谷区）１区画、新築マンション販売業務においては
「インプレスト東浦和」（埼玉県川口市）20戸を引き渡すことで、売上高1,483百万円を達成しまし
た。再生不動産では、リニューアルマンション販売業務においてリニューアルマンションを48戸引き渡
すことで、売上高1,536百万円となりました。 
 不動産管理事業では、収益用固定資産と賃貸中販売用不動産の受取家賃を中心に、売上高357百万円
となりました。 
 なお、セグメント別売上高の概況は以下の通りです。 
  

 
  

今後の毀損額を極小化するための高額物件の早期売却に伴う損失及び低価法の適用によるたな卸資産
の評価損の売上原価への計上の結果、営業利益は197百万円と対計画比220百万円の減少となりました。
それに伴い経常損益は378百万円の損失となり、法人税等調整額を算入した結果当期純損失は236百万円
となりました。 

  

(1）財政状況の変動状況  

当第２四半期末の総資産は前事業年度末に比べ、1,981百万円減少し、11,727百万円となりました。
これは物件の売却によりたな卸資産が1,112百万円減少したこと、現預金が1,010百万円減少したことが
主たる要因であります。 

当第２四半期末の負債合計は、借入金の返済により短期借入金が845百万円、長期借入金（１年以内
返済予定の長期借入金を含む）が919百万円減少したこと等により、前事業年度末に比べ1,720百万円減
少し、10,242百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

(1)売上高

セグメント別売上高の概況              （単位：千円）

セグメント 売上高 構成比

不動産販売事業 3,020,078 85.36%
  （新築不動産） (1,483,982) (41.94%)
  （再生不動産） (1,536,096) (43.42%)
不動産管理事業 357,747 10.11%

ゴルフ会員権事業 127,937 3.62%
その他事業 32,370 0.91%
合  計 3,538,134 100.00%

(2)営業損益・経常損益・四半期純損益

2. 財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）
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当第２四半期末の純資産合計は、四半期純損失の計上による利益剰余金が261百万円減少したことに
より、前事業年度末に比べ261百万円減少し、1,484百万円となりました。 
  

(2）キャッシュフローの状況 
現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ933百万円減少し、359百万円となりました。 

  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま
す。 
  ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 
   営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失378百万円、たな卸資産の減少 
    1,112百万円等により、835百万円の増加となりました。 
 ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 
   投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入123百万円、定期預金の  
  預入による支出44百万円等により、72百万円の増加となりました。 
 ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 
   財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少845百万円、長期借入金の返済
    による支出949百万円等により、1,842百万円の減少となりました。 
  

通期業績予想の修正数値については、平成20年11月４日に公表した下表のとおりであります。 
なお、施策としては上半期で毀損物件の処理及び評価損の計上は相当程度進み、長期保有の開発用地も

ありませんので下半期は上半期よりずれ込んだ物件を確実に売り切り、棚卸資産の圧縮及び内容の入れ替
えを行い新事業体制へのシフトを早めます。ここしばらく続くことが予想される不透明な事業環境に対応
するため資本回転効率の良い事業へ経営の軸足を移しこれらの事業に資金及び人員の経営資源を傾斜的に
配分します。重点事業として①短期間に仕入販売が完結する「戸別リニューアルマンション販売業務」、
②完成済みの他社開発マンションを仕入・販売する「新築マンション買取再販業務」、③運転資金を必要
としない「販売代理」及び④フィービジネスによる収益基盤の安定化が図られる賃貸事業の強化、に注力
し開発リスク・不動産価格の変動リスクをできるだけ軽減しつつ資金効率を重視した事業展開を図ること
により業績の改善に努めてまいります。 

  

平成21年3月期通期業績予想の修正                   （単位：百万円） 

 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
    当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと 
  認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
２．棚卸資産の評価方法 

    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。 
３．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資産については、事業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。 
４．法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限  
  定する方法によっております。 
  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差 
  異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績 
  予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（純資産）

3. 業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（Ａ） 12,000 901 550 315 16,012円61銭
今回修正予想（Ｂ） 10,000 60 △250 △148 △7,523円38銭
増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △841 △800 △463 ―

増減率（％） △16.7 △93.3 － － ―

（ご参考）前期実績

（平成20年3月期） 8,983 827 534 314 16,108円90銭

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期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）を当第1四半期会計期間から 

   適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に 
   変更しております。 
     この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が222,693千円の減少、営業損失、 
   経常損失及び税引前四半期純損失が222,693千円それぞれ増加しております。 
  

  

(2) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 553,464 1,563,907 

受取手形及び売掛金 12,174 11,519 

有価証券 1,994 1,997 

販売用不動産 8,041,001 8,452,797 

商品 650 160 

仕掛不動産 733,076 1,434,414 

その他 300,977 124,666 

貸倒引当金 △900 △700 

流動資産合計 9,642,437 11,588,763 

固定資産 

有形固定資産 1,997,904 2,011,646 

無形固定資産 1,286 1,734 

投資その他の資産 76,657 96,759 

固定資産合計 2,075,848 2,110,139 

繰延資産 8,798 9,810 

資産合計 11,727,084 13,708,713 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 730,639 572,453 

短期借入金 2,062,919 2,908,428 

1年内返済予定の長期借入金 2,873,065 2,285,323 

未払法人税等 1,723 113,350 

引当金 6,500 6,000 

その他 357,897 405,545 

流動負債合計 6,032,744 6,291,101 

固定負債 

社債 430,000 472,500 

長期借入金 3,400,013 4,907,438 

引当金 20,214 18,963 

その他 359,976 273,259 

固定負債合計 4,210,204 5,672,161 

負債合計 10,242,949 11,963,263 

純資産の部 

株主資本 

資本金 319,515 319,515 

資本剰余金 263,813 263,813 

利益剰余金 900,807 1,162,121 

株主資本合計 1,484,135 1,745,450 

純資産合計 1,484,135 1,745,450 

負債純資産合計 11,727,084 13,708,713 
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 3,538,134 

売上原価 3,213,608 

売上総利益 324,525 

販売費及び一般管理費 545,410 

営業損失（△） △220,885 

営業外収益 

受取利息 1,144 

受取配当金 144 

受取補償金 1,756 

その他 445 

営業外収益合計 3,491 

営業外費用 

支払利息 138,498 

支払手数料 20,752 

その他 2,205 

営業外費用合計 161,456 

経常損失（△） △378,850 

税引前四半期純損失（△） △378,850 

法人税、住民税及び事業税 265 

法人税等調整額 △142,390 

法人税等合計 △142,125 

四半期純損失（△） △236,724 
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,278,941 

売上原価 2,112,776 

売上総利益 166,164 

販売費及び一般管理費 279,621 

営業損失（△） △113,456 

営業外収益 

受取利息 862 

受取配当金 120 

受取補償金 480 

その他 315 

営業外収益合計 1,778 

営業外費用 

支払利息 67,171 

支払手数料 10,335 

その他 1,351 

営業外費用合計 78,857 

経常損失（△） △190,536 

税引前四半期純損失（△） △190,536 

法人税、住民税及び事業税 132 

法人税等調整額 △67,704 

法人税等合計 △67,572 

四半期純損失（△） △122,963 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純損失（△） △378,850 

減価償却費 19,143 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,251 

賞与引当金の増減額（△は減少） 500 

受取利息及び受取配当金 △1,288 

支払利息 131,992 

社債利息 6,506 

支払手数料 19,260 

社債発行費 1,012 

売上債権の増減額（△は増加） △655 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,112,644 

仕入債務の増減額（△は減少） 158,185 

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,392 

その他 38,161 

小計 1,085,671 

利息及び配当金の受取額 1,292 

利息の支払額 △137,962 

支払手数料の支払額 △4,010 

法人税等の支払額 △109,661 

営業活動によるキャッシュ・フロー 835,330 

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 △44,666 

定期預金の払戻による収入 123,121 

積立預金の預入による支出 △35,260 

積立預金の払戻による収入 29,706 

有形固定資産の取得による支出 △5,374 

貸付けによる支出 △300 

貸付金の回収による収入 594 

その他 4,915 

投資活動によるキャッシュ・フロー 72,737 

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） △845,509 

長期借入れによる収入 30,000 

長期借入金の返済による支出 △949,684 

社債の償還による支出 △52,500 

配当金の支払額 △24,315 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,842,009 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △933,941 

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,148 

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,206 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位：千円）

前中間会計期間
（自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日）

売上高 4,225,190
売上原価 3,383,959
   売上総利益 841,231
販売費及び一般管理費 455,188
   営業利益 386,042
営業外収益 1,440
営業外費用 120,133
   経常利益 267,349
特別利益 422
特別損失 ─
   税引前中間純利益 267,771
   法人税、住民税及び事業税 111,558
   法人税等調整額 △ 1,705
  法人税等合計 109,853
   中間純利益 157,918
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前中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円）

前中間会計期間
（自 平成19年4月１日 

 至 平成19年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前中間純利益 267,771
  減価償却費 14,261
  貸倒引当金の増減額 △ 422
  退職給付引当金の増減額 △ 1,313
  賞与引当金の増減額 2,300
  受取利息及び受取配当金 △ 1,006
  支払利息 94,145
  社債利息 5,970
  株式交付費 159
  社債発行費 6,523
  売上債権の増減額 535,294
  たな卸資産の増減額 △ 2,624,732
  仕入債務の増減額 △ 345,296
  未払消費税等の増減額 16,881
  その他 108,725
       小計 △ 1,920,736
  利息及び配当金の受取額 1,006
  利息の支払額 △ 110,887
  支払手数料の支払額 △ 28,127
  法人税等の支払額 △ 105,784
  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,164,529

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 △ 55,009
  定期預金の払戻による収入 48,970
  積立預金の預入による支出 △ 38,817
  積立預金の払戻による収入 19,803
  有形固定資産の取得による支出 △ 42,293
  無形固定資産の売却による収入 ─
  貸付による支出 △ 1,500
  貸付金の回収による収入 376
  関係会社出資金による支出 △ 4,100
  その他 302
  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 72,266

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 1,187,400
  長期借入れによる収入 2,682,600
  長期借入金の返済による支出 △ 1,828,018
  社債の発行による収入 582,598
  社債の償還による支出 △ 171,500
  株式の発行による収入 2,040
  配当金の支払額 △ 23,773
  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,431,347
現金及び現金同等物の増減額 194,551
現金及び現金同等物の期首残高 960,013
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,154,564
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不動産販売事業における当第2四半期までの契約進捗状況 

  

 
  

 
  

6．その他の情報

(1) 契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） （単位：千円）

前第2四半期 当第2四半期

平成20年３月期 第2四半期 平成21年３月期 第2四半期
（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）

契約高 契約残高 契約高 契約残高
3,912,814 250,384 3,479,825 559,055

※ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(2) 契約進捗率 （単位：千円）

当第2四半期 売上計上分 3,020,078
当第2四半期 契約済売上計上予定分 559,055

合 計 3,579,133

（単位：千円）

不動産販売事業における売上予定 売上計上分進捗率 契約済売上予定分
（売上計上分含）進捗率

事業年度末 9,000,000 33.6% 39.8%

※ 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約
時から引渡し時の間で、契約内容に変更等が生じた場合、実際の売上計上金額
と差異が出る可能性があります。
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