
平成21年5月期 第2四半期決算短信 

平成21年1月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社中央コーポレーション 上場取引所 東 名 

コード番号 3207 URL http://www.chuocorp.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 植野晃年

問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員名古屋管理本部長 （氏名） 槇田武史 TEL 052-202-3571

四半期報告書提出予定日 平成21年1月14日

1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

（注）当社は平成20年５月期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年５月期第２四半期の記載および平成21年５月期第２四半期における対前年同四半期増減
率の記載はしておりいません。  

(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5月期第2四半期 11,099 ― △2,351 ― △2,476 ― △3,945 ―

20年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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5月期第2四半期 △145.53 ―

20年5月期第2四半期 ― ―

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5月期第2四半期 49,659 4,013 7.9 145.39
20年5月期 57,825 8,585 14.8 314.83

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  3,941百万円 20年5月期  8,535百万円

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5月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 24,700 △36.7 △3,000 ― △3,400 ― △4,900 ― △180.73

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  

(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） 

(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．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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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）および「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5月期第2四半期  27,144,001株 20年5月期  27,144,001株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  32,954株 20年5月期  31,829株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  27,111,349株 20年5月期第2四半期  27,113,455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２四半期連結累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したグローバルな金融市

場の混乱が実体経済へも急速に影響を与え始め、景気の後退傾向が一段と強まる結果となりました。

　不動産業界におきましても、金融機関の更なる融資厳格化および景気後退懸念からの消費者の買い控え傾向は不動

産売買等のより一層の停滞を招き、事業環境は悪化の一途を辿っております。

　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、物件の立地条件等に恵まれたこともあり、厳

しい販売競争のなかでも予定を上回る販売進捗となりましたが、一方で今後の販売は長期化することを想定し、早期

売却のための引当てや一部開発用地の前倒し売却等、棚卸資産の圧縮を実行いたしました。また不動産の流動化案件

は、ほとんど買い手不在という状況にあり、市場環境の早期回復が待たれます。

　以上より、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110億99百万円、営業損失23億51百万円、

経常損失24億76百万円となりました。当社の主力であるマンション案件におきましては、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いること、またマンション市況の急激な悪化等を考慮し、棚卸資産の評価損18

億44百万円を計上したことがその主たる要因であります。

　なお債務保証の損失にも備えるため、特別損失として15億79百万円を引当計上したことにより、四半期純損失は39

億45百万円となりました。

　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。

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 　 10,215,786 92.0

 不動産賃貸事業  475,463 4.3

 その他の事業  資　材　事　業 253,174 2.3

　  繊　維　事　業 146,808 1.3

  シ ニ ア 事 業　 8,460 0.1

 合　　　　　計 11,099,692 100.0

①不動産開発事業

　景気後退懸念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２

四半期連結累計期間は、マンション総戸数で508戸（持分戸数で273戸）の引渡しを行い、売上高102億15百万円、

営業損失25億11百万円となりました。

　当社のマンション案件は、比較的立地条件に恵まれた案件が多く販売面での有利性を持っておりますが、現在

の消費者全体の買い控え傾向を鑑み、早期売却の観点より棚卸資産の評価損18億44百万円を売上原価に引当て計

上いたしました。また、複数の投資用不動産案件で、極度の金融収縮に伴う契約者からの決済キャンセルまたは

延期が相次いだため、不動産流動化事業の収益が計画を大きく下回りました。

②不動産賃貸事業

　名古屋経済圏の急激な景気後退傾向は、オフィス空室率増大にも顕著にあらわれており、ますます厳しい賃貸

環境になってまいりました。

　当第２四半期連結累計期間は津サティからの収益が中心であり、売上高４億75百万円、営業利益１億12百万円

となりました。また旧ビルの解体作業も無事完了いたしましたが、新ビルの着工に関しましては、市場動向を注

視しながら今後の方針を検討中であります。

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４億８百万円、営業利益47百

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２四半期連結累計期間末の総資産は、496億59百万円となりました。前連結会計年度末に比べ81億65百万円減少

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40億13百万円となり、

前連結会計年度末に比べ45億72百万円減少しておりますが、これは主として四半期純損失によるものです。

　当第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、10億12百万円となりました。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55億92百万円、仕入債務の減少額51億46百万円、およびその他流動負債

の増加８億77百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、10億31百万円となりました。これは、主として

投資有価証券の売却による収入８億75百万円、有形固定資産の売却による収入１億15百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、３億65百万円となりました。これは、主として

短期借入金の調達による収入13億19百万円、長期借入金の調達による収入18億41百万円、長期借入金の返済による支

出33億10百万円、および配当金の支払による支出２億14百万円によるものです。

　以上より、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、７億45百万円となりました。

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混乱は実体経済に大きく影響してきており、景気減速による国内消費の低下と融資の一層

の厳格化による不動産取引の停滞はしばらく続くものと予想されます。

　この中で平成21年５月期の連結業績予想につきましては、本日、別途公表いたしました通期連結業績見通しのとお

り、棚卸資産の評価損計上、一部開発案件の売却損計上、固定資産の売却損計上等により、売上高247億円、営業損失

30億円、経常損失34億円、当期純損失49億円と修正させていただきます。

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、これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、そ

れぞれ18億44百万円減少しております。
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 745,942 1,092,744

受取手形及び売掛金 976,127 1,081,862

製品 79,686 95,868

原材料 12,664 29,804

仕掛品 14,797 49,712

販売用不動産 3,911,055 4,383,034

仕掛販売用不動産 9,842,821 11,304,445

開発用不動産 17,330,508 20,920,784

その他 5,634,344 6,202,475

貸倒引当金 △15,300 △53,700

流動資産合計 38,532,647 45,107,031

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,502,781 5,538,190

その他 6,859,251 6,987,853

減価償却累計額 △3,042,613 △3,078,971

その他（純額） 3,816,637 3,908,881

有形固定資産合計 9,319,419 9,447,071

無形固定資産 60,196 57,864

投資その他の資産   

その他 1,776,936 3,247,224

貸倒引当金 △37,820 △43,220

投資その他の資産合計 1,739,116 3,204,004

固定資産合計 11,118,732 12,708,940

繰延資産 8,588 9,684

資産合計 49,659,969 57,825,656

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,614,340 7,761,289

短期借入金 9,467,500 8,148,281

1年内返済予定の長期借入金 13,620,713 13,197,693

未払法人税等 15,922 102,830

賞与引当金 105,593 127,111

建替費用引当金 － 131,100

債務保証損失引当金 1,579,600 －

その他 1,613,032 1,020,204

流動負債合計 29,016,702 30,488,510
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

固定負債   

長期借入金 11,978,000 13,870,700

その他 4,652,127 4,880,792

固定負債合計 16,630,127 18,751,492

負債合計 45,646,829 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 2,532,746 2,533,004

利益剰余金 △1,905,836 2,256,578

自己株式 △7,916 △8,035

株主資本合計 3,980,759 8,143,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 408,528

繰延ヘッジ損益 △39,097 △16,095

評価・換算差額等合計 △39,097 392,433

新株予約権 71,478 49,907

純資産合計 4,013,139 8,585,653

負債純資産合計 49,659,969 57,825,656
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 11,099,692

売上原価 11,374,436

売上総損失（△） △274,744

販売費及び一般管理費 2,076,331

営業損失（△） △2,351,076

営業外収益  

受取利息 19,615

受取配当金 13,417

違約金収入 12,100

受取賃貸料 31,936

雑収入 25,029

営業外収益合計 102,099

営業外費用  

支払利息 147,609

シンジケートローン手数料 64,044

雑損失 16,136

営業外費用合計 227,791

経常損失（△） △2,476,768

特別利益  

固定資産売却益 63,166

投資有価証券売却益 366,862

貸倒引当金戻入額 36,300

その他 165

特別利益合計 466,495

特別損失  

投資有価証券売却損 109,014

債務保証損失引当金繰入額 1,579,600

その他 10,949

特別損失合計 1,699,564

税金等調整前四半期純損失（△） △3,709,837

法人税、住民税及び事業税 2,510

法人税等調整額 233,170

法人税等合計 235,680

四半期純損失（△） △3,945,517
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11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（△） △3,709,837

減価償却費 89,298

無形固定資産償却費 5,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,517

建替費用引当金の増加額(△は減少) △131,100

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,579,600

投資有価証券売却損益（△は益） △257,847

会員権売却損益（△は益） 10,748

前払年金費用の増減額（△は増加） 79,948

受取利息及び受取配当金 △33,033

支払利息 147,609

有形固定資産売却損益（△は益） △63,166

売上債権の増減額（△は増加） 105,735

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,592,114

仕入債務の増減額（△は減少） △5,146,948

その他の流動資産の増減額（△は増加） 53,153

その他の流動負債の増減額（△は減少） 877,973

その他 55,353

小計 △810,414

利息及び配当金の受取額 14,690

利息の支払額 △142,188

法人税等の支払額 △74,835

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,012,747

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

投資有価証券の売却による収入 875,302

有形固定資産の取得による支出 △13,575

有形固定資産の売却による収入 115,095

無形固定資産の取得による支出 △7,634

関係会社株式の取得による支出 △20,000

差入保証金の差入による支出 △56,826

差入保証金の回収による収入 68,825

会員権の売却による収入 23,427

貸付けによる支出 △25,000

貸付金の回収による収入 78,000

その他 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,031,114
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30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） 1,319,218

長期借入れによる収入 1,841,000

長期借入金の返済による支出 △3,310,680

自己株式の取得による支出 △279

自己株式の売却による収入 140

配当金の支払額 △214,568

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △346,801

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 745,942
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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、第１四半期連結会計期間末において、第三者の借入契約に際し、事前に参加金融機関の承諾なしに当社の保

有資産の一部を担保提供したことが、シンジケートローン契約の借入人の義務または確約条項に抵触することとなり、

これにより継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する結果となりました。

　当社は、その後参加金融機関に対しその承諾を得るべく協議を行い、引き続き良好な取引関係を保つべく理解と支援

を要請してまいりました。また当社は、固定資産の有効活用を行い、円滑な資金繰りを目指してまいりましたが、不動

産業界に対する融資姿勢が一段と厳格化したことにより資金調達が厳しくなり、主力ゼネコンへの工事代金の支払いに

ついて支払期日の猶予を依頼するとともに、当社の一部のシンジケートローンの返済に関しても、期日の延長を依頼す

ることとなりました。

　こうした事態に対し、一金融機関からは期日延長の承諾を得られず、当該シンジケートローン契約（残高４億８百万

円）につきましては、期限の利益を喪失いたしました。また、主力ゼネコンとの建築工事契約の支払条件変更や第三者

の借入契約の金融機関との期日更新に際しても、当社の保有資産の一部を後順位にて担保提供しており、シンジケート

ローン契約の確約条項抵触の状態を未だ解消するに至っておりません。

　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危機の影響を受け、わが国の金融・不動産市況は想定をはる

かに上回る規模とスピードで悪化し、当社が属する不動産業界は非常に困難な事業環境に置かれております。当社は現

在のこの厳しい環境がしばらく継続するものと想定し、早期資金化のため一部開発用地の前倒し売却など棚卸資産の圧

縮を実行した結果、当第２四半期連結累計期間において、棚卸資産評価損18億44万円を計上し24億76百万円の経常損失

及び39億45百万円の四半期純損失となりました。このため当連結会計年度末ではシンジケートローン契約の財務制限条

項にも抵触する可能性があります。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末におきましても、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。

　当社はこのような状況を解消するため、当社の主力ゼネコンへは資金的支援を依頼し、平成20年11月末より既に実行

頂いておりますが、今後ともマンション市況等を勘案し販売状況を確認しながら個別に協議してまいります。また主力

金融機関に対しましても、十分な資金協力と円滑な取引関係の維持を依頼し、その了解を得ております。喪失した期限

の利益の回復には各金融機関の協力、支援が不可欠であり、早期に期日延長に同意いただき、正常な取引関係を回復す

べく努力してまいります。

　更に当社は、平成21年１月14日開催の取締役会において、以下のとおり経営改善計画を策定いたしました。

①事業再構築計画

　次の基本方針にて各事業の再構築を推進いたします。

＜不動産開発事業＞

　現在の環境下でも好収益が見込めるプロジェクト案件に絞り込み、高品質かつ高付加価値のマンション分譲事

業を継続し、着実な収益確保を図ります。それ以外の案件については、早期売却による資産圧縮、有利子負債の

削減を目指します。

＜不動産賃貸事業＞

　名古屋ビル建替え計画は、当面の間は市況を見極めるために着工を一時的に延期し、将来の一部売却を含めて

事業推進方針を再検討いたします。

＜繊維事業およびシニア事業＞

　子会社を含めて事業の「選択と集中」を加速いたします。

②経営合理化計画

　上記の事業再構築に伴い、子会社を含めて組織・人員のスリム化を実施し、経営の効率化および販管費の大幅削

減を図ります。

③役員報酬の減額

　経営責任を明確にするため、役員報酬の減額を実施いたします。また、監査役は監査役報酬の一部を自主返上い

たします。

株式会社中央コーポレーション（3207）平成21年5月期第2四半期決算短信

9



④有利子負債の削減

　低収益資産の売却などを通じて有利子負債を削減し、バランスシートの改善と支払利息の削減を図ります。なお、

資産圧縮目標額は△200億円、有利子負債圧縮目標額は△160億円（いずれも平成21年５月期）といたします。

　当社は、主力ゼネコンならびに主力金融機関から十分な支援と協力を得ながら上記の経営改善計画を実行して参りま

すので、今後一年間の資金繰り等に懸念は無いものと判断しております。

　当第２四半期の連結財務諸表は継続企業を前提に作成しており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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
10,215,786 475,463 408,442 11,099,692 ―　 11,099,692

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　

計 10,215,786 475,463 408,442 11,099,692 ―　 11,099,692

営業利益又は営業損失（△） △2,511,911 112,942 47,893 △2,351,076 ―　 △2,351,076

　（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）

　「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」に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は、不動産開発事業で1,844,620千円増加して

おります。

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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。　

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は当第２四半期連結累計期間において3,945,517千円の四半期純損失を計上いたしました。また、剰余金の

配当216,897千円を行ったことなどにより、当第２四半期連結累計期間末において利益剰余金が前連結会計年度末

と比べて4,162,415千円減少し、当四半期連結累計期間末における株主資本は3,980,759千円となっております。
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