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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 6,005 ― △122 ― △345 ― △256 ―

20年3月期第3四半期 5,960 8.0 496 19.5 302 24.9 177 23.0

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3四半期 △13,016.86 ―

20年3月期第3四半期 9,106.34 8,859.52

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3四半期 10,137 1,463 14.4 74,579.54
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3四半期  1,463百万円 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  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 ― ― ― 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  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

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、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。]  

(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、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) 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3四半期  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3四半期  52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3四半期  19,667株 20年3月期第3四半期  19,527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、その他特記事項
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ください。 
 (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。  



・定性的情報・財務諸表等 
1. 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成 20 年 10 月１日～平成 20 年 12 月 31 日）における我が国経済は、世界的な金融危機の深
刻化や景気の急激な減速により、企業収益及び雇用情勢が大幅に悪化いたしました。 
 当不動産業界におきましても、引き続き不動産価格の下落・低迷、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、大変厳しい状況が続いております。当第３四半期においても、
J-REITを含めて上場会社７社の不動産会社が経営破綻いたしました。 
また、不動産経済研究所の調査によると、当第３四半期における首都圏の新築マンション発売戸数は14,299戸と、
前年同期の 17,789 戸と比較して 20.0％減少しました。新築マンション価格も12 月は 4,281 万円と、今年度のピ
ークである４月の 5,338 万円から 19.8％下落しております。月間契約率についても 10 月が 63.0％、11 月が
63.2％、12月が61.9％と、売れ行き好調の目安とされる70％を大きく下回って推移いたしました。 
 首都圏の中古マンションについては、財団法人東日本不動産流通機構の調査によると、平成 20 年 10 月から
12 月の期間の成約件数は 6,424 件で、前年比 9.9％減少しております。また、１㎡単価も前期比マイナス 3.7％
の38.66万円と、２四半期連続の下落となり、価格の下落傾向が現れ始めております。 
 このような環境の中、当社は比較的価格帯の低い２～3,000 万円台のリニューアルマンション及び他社開発マ
ンションの仕入販売に注力し、実需に基づいた販売活動を行ってまいりました。 
 
  その結果、第３四半期累計期間の売上高及び損益に関わる業績は次の通りであります。 

 
（1）売上高 
不動産販売事業の売上実績は、以下の通りとなっております。 

（ⅰ）新築不動産販売部門では、a）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）18 戸完売、「ラ・アトレ中青木」
（埼玉県川口市）５戸、「アトレビューアー上野毛」（世田谷区上野毛）１戸完売、「ラ・アトレ別所」（さ
いたま市南区）24 戸完売、ｂ）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、C)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）26 戸、「ロイヤルガーデン本八幡ブランシャトー」（千葉県市川市）４戸
を引き渡すことで、売上高2,842百万円を達成しました。 
 また（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）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75戸引き渡すことで売上高2,389百万円となりました。 
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 528 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。 
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 5,232,195 87.1% 

  （新築不動産） (2,842,915) (47.3%) 

  （再生不動産） (2,389,279) (39.8%) 

不動産管理事業 528,561 8.8% 

ゴルフ会員権事業 147,621 2.5% 

その他事業 97,439 1.6% 

合  計 6,005,817 100.00% 

 
（2）営業損失 
不況の長期化に備え高額物件の早期売却等による損失 52 百万円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70百万円の結果、営業損失は122百万円となりました。 
 
（3）経常損失 
上記の営業損益を受け経常損失は345百万円となりました。 

 
（4）当期純損失 
低価法によるたな卸資産の評価損等に対する法人税等調整額の計上等の結果、当期純損失は 256 百万円とな

りました。 
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2. 財政状態に関する定性的情報 
（1）財政状況の変動状況 
（資産） 
当第３四半期末の総資産は前事業年度末に比べ、3,570 百万円減少し、10,137 百万円となりました。これは

現金及び預金が 1,287 百万円減少したこと及びたな卸資産が物件の売却により 2,320 百万円減少（固定資産へ
の振替1,412百万円を除く）したことが主たる要因であります。 
（負債） 
当第３四半期末の負債合計は、借入金の返済により短期借入金が 1,115 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 1,721 百万円減少したこと等により、前事業年度末に比べ 3,288 百万円減少し、
8,674百万円となりました。 
（純資産） 
当第３四半期末の純資産合計については、四半期純損失の計上 256 百万円、配当金の支払 24 百万円により

利益剰余金が280百万円減少したこと、自己株式を1百万円取得したことにより、前事業年度末に比べ282百
万円減少し、1,463百万円となりました。 
 
（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1,114百万円減少し、178百万円となりました。 

当第３四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 346 百万円、たな卸資産の減少 2,297 百万円

等により、1,671百万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 178 百万円、定期預金の預入による支

出57百万円等により、172百万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 1,115 百万円、長期借入金の返済による支出

1,751百万円等により、2,958百万円の減少となりました。 
 
 

 
3. 業績予想に関する定性的情報 

平成21年3月期業績予想につきましては、平成20年11月４日に公表したとおり、決算発表時（平成20年５
月12日）に公表した数値から下方修正いたしております。 
 新築マンション販売を取り巻く環境は厳しい状況が続いておりますが、当社は実需が根強いリーズナブルな価
格帯の商品を中心に、短期間に仕入販売が完結する「リニューアルマンション販売業務」や完成済みの他社開発
マンションを仕入・販売する「新築マンション販売業務」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。 
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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 
１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四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．たな卸資産の評価方法 
たな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、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状
況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プラン
ニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 
 

 
(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 

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70,272千円の減少、営業損失、  
   経常損失及び税引前四半期純損失が70,272千円それぞれ増加しております。 

 
 
 

 

㈱ラ・アトレ（8885)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

-4-



１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 276,308 1,563,907

受取手形及び売掛金 23,972 11,519

有価証券 1,995 1,997

販売用不動産 5,688,172 8,452,797

商品 － 160

仕掛不動産 466,485 1,434,414

その他 189,800 124,666

貸倒引当金 △900 △700

流動資産合計 6,645,836 11,588,763

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,367,737 982,967

土地 2,029,798 1,027,745

その他 777 933

有形固定資産合計 3,398,313 2,011,646

無形固定資産 1,152 1,734

投資その他の資産 84,195 96,759

固定資産合計 3,483,661 2,110,139

繰延資産 8,306 9,810

資産合計 10,137,804 13,708,713

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 335,277 572,453

短期借入金 1,792,882 2,908,428

1年内返済予定の長期借入金 2,471,330 2,285,323

未払法人税等 1,366 113,350

引当金 3,600 6,000

その他 330,890 405,545

流動負債合計 4,935,348 6,291,101

固定負債   

社債 387,500 472,500

長期借入金 2,999,565 4,907,438

引当金 19,849 18,963

その他 332,290 273,259

固定負債合計 3,739,205 5,672,161

負債合計 8,674,553 11,963,263
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

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 881,529 1,162,121

自己株式 △1,607 －

株主資本合計 1,463,250 1,745,450

純資産合計 1,463,250 1,745,450

負債純資産合計 10,137,804 13,708,713
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,005,817

売上原価 5,324,355

売上総利益 681,461

販売費及び一般管理費 804,385

営業損失（△） △122,923

営業外収益  

受取利息 1,366

受取配当金 144

受取補償金 3,436

違約金収入 1,810

その他 933

営業外収益合計 7,692

営業外費用  

支払利息 196,824

支払手数料 29,015

その他 4,033

営業外費用合計 229,874

経常損失（△） △345,105

特別損失 975

税引前四半期純損失（△） △346,081

法人税、住民税及び事業税 397

法人税等調整額 △90,476

法人税等合計 △90,078

四半期純損失（△） △256,002
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,467,682

売上原価 2,110,746

売上総利益 356,935

販売費及び一般管理費 258,974

営業利益 97,961

営業外収益  

受取利息 222

受取補償金 1,680

違約金収入 1,810

その他 488

営業外収益合計 4,201

営業外費用  

支払利息 58,326

支払手数料 8,262

その他 1,828

営業外費用合計 68,417

経常利益 33,744

特別損失 975

税引前四半期純利益 32,768

法人税、住民税及び事業税 132

法人税等調整額 51,914

法人税等合計 52,047

四半期純損失（△） △19,278
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △346,081

減価償却費 31,570

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） 886

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,400

受取利息及び受取配当金 △1,511

支払利息 187,216

社債利息 9,608

支払手数料 26,890

社債発行費 1,504

売上債権の増減額（△は増加） △12,453

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,297,384

仕入債務の増減額（△は減少） △237,176

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,357

その他 52,979

小計 1,975,259

利息及び配当金の受取額 1,512

利息の支払額 △191,265

支払手数料の支払額 △4,010

法人税等の支払額 △109,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,671,570

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 △57,041

定期預金の払戻による収入 178,750

積立預金の預入による支出 △50,173

積立預金の払戻による収入 96,319

出資金の償還による収入 3,124

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 755

その他 6,409

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,470

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） △1,115,545

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 △1,751,866

社債の償還による支出 △95,000

配当金の支払額 △24,366

自己株式の取得による支出 △1,607

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,958,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,114,343

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 178,804
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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。 
 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項なし 

 
(5) 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、平成 20 年 11 月 17 日から平成 20 年 12 月 22 日まで市場買付による自己株式の取得を行いました。
この自己株式の取得及び単元未満株式買取の結果により、当第３四半期累計期間において自己株式が 1,607 千
円増加し、当第３四半期会計期間末において自己株式が1,607千円となりました。 
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「参考資料」 

 
前第3四半期損益計算書 

 (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12月31日） 

売上高 5,960,349
売上原価 4,767,092

   売上総利益 1,193,257

販売費及び一般管理費 696,853

   営業利益 496,403

営業外収益 1,881
営業外費用 196,280

   経常利益 302,004

特別利益 437
特別損失 ─

   税引前四半期純利益 302,442

   法人税、住民税及び事業税 117,165
   法人税等調整額 7,457

  法人税等合計 124,623

   四半期純利益 177,819
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前四半期キャッシュ・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12月31日）  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税引前四半期純利益 302,442 

  減価償却費 21,450 

  貸倒引当金の増減額 △ 410 

  退職給付引当金の増減額 △ 782 

  賞与引当金の増減額 △ 200 

  受取利息及び受取配当金 △ 1,214 

  支払利息 153,363 

  社債利息 9,476 

  株式交付費 191 

  社債発行費 7,071 

  売上債権の増減額 532,161 

  たな卸資産の増減額 △ 4,262,471 

  仕入債務の増減額 △ 621,773 

  未払消費税等の増減額 14,138 

  その他 149,185 

       小計 △ 3,697,371 

  利息及び配当金の受取額 1,214 

  利息の支払額 △ 169,935 

  支払手数料の支払額 △ 38,549 

  法人税等の支払額 △ 221,894 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,126,536 
  
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 △ 123,068 

  定期預金の払戻による収入 69,005 

  積立預金の預入による支出 △ 87,088 

  積立預金の払戻による収入 99,066 

  有形固定資産の取得による支出 △ 42,141 

  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 581 

  関係会社出資金による支出 △ 4,100 

  その他 △ 4,778 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 94,023 
  
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 1,876,398 

  長期借入れによる収入 4,707,600 

  長期借入金の返済による支出 △ 2,882,708 

  社債の発行による収入 582,598 

  社債の償還による支出 △ 214,000 

  株式の発行による収入 2,008 

  配当金の支払額 △ 23,863 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 4,048,033 

現金及び現金同等物の増減額 △ 172,526 

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四半期期末残高 787,486 
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6．その他の情報 

不動産販売事業における当第3四半期までの契約進捗状況 
 

(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3四半期 当第3四半期 

平成20年３月期 第3四半期 平成21年３月期 第3四半期 
（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） 

契約高 契約残高 契約高 契約残高 

6,101,705 953,488 5,361,745 228,858

※ 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3四半期 売上計上分 5,232,195

当第3四半期 契約済売上計上予定分 228,858

合 計 5,461,053
 

    （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 58.1% 60.7%
※ 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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