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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 7,886 △46.2 743 △66.4 808 △56.5 478 △51.5
21年3月期第1四半期 14,666 ― 2,210 ― 1,859 ― 985 ―

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

22年3月期第1四半期 19.21 ―
21年3月期第1四半期 39.60 ―

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

22年3月期第1四半期 91,833 23,073 25.1 926.87
21年3月期 95,776 22,586 23.6 907.30

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,073百万円 21年3月期  22,586百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

17,600 △10.4 1,100 △46.3 600 △66.1 300 △66.6 12.05

通期 38,500 15.1 2,700 ― 1,500 ― 900 ― 36.15



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  無  

(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．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な 
  不確定要因によって、実際の業績が上記の予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 26,000,000株 21年3月期  26,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,106,266株 21年3月期  1,106,266株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 24,893,734株 21年3月期第1四半期 24,893,766株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各国協調による景気下支え政策の後押しもあり、厳しい中にも

景気底割れを脱し、資本市場をはじめ正常化への道筋が見られるようになりました。 

 不動産市場におきましても販売価格の下方改定が浸透した結果、買い控えから一転住宅の底値買いの動きが見られ

るようになり、戸建て住宅や中古住宅同様、首都圏マンションの在庫調整も緒についた形となりました。 

 こうした環境下、当社におきましても実需に即した商品提供に努め、全社一丸となった営業活動を展開しましたこ

とから、当第１四半期連結会計期間における売上高は78億86百万円（前年同期比46.2％減）、経常利益は8億8百万円

（同56.5％減）、四半期純利益は4億78百万円（同51.5％減）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す。 

 ① 不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

 不動産販売事業におきましては、当第１四半期連結会計期間に分譲マンション250戸を販売したこと等によ

り、売上高63億32百万円（前年同期比52.0％減）、営業利益5億79百万円（同72.8％減）となりました。 

  

 ② 不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

 不動産賃貸事業におきましては、売上高は5億85百万円（前年同期比20.4％増）、営業利益2億17百万円（同

4.8％減）となりました。 

  

 ③ 不動産管理事業（マンション等の総合管理サービス） 

 不動産管理事業につきましては、売上高は9億42百万（前年同期比0.7％増）円、営業利益99百万円（同23.5％

増）となりました。 

  

 ④ その他事業 

 その他事業におきましては、住設企画販売事業を主体に、売上高25百万円（前年同期比50.5％減）、営業損失

6百万円（前年同期は営業損失22百万円）となりました。                         

  

当第１四半期連結会計期間末におきましては、資産合計が91,833百万円、負債合計が68,759百万円、純資産合計

が23,073百万円となり、それぞれ前連結会計年度末と比較して3,943百万円の減少、4,430百万円の減少、487百万

円の増加となりました。 

この結果、自己資本比率は1.5ポイント上昇し、25.1%となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末比71百万円増加し、132億81百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益8億12百万円を確保したことに加え、棚卸資

産の減少が34億68百万円となったため、29億24百万円の資金の増加（前年同四半期連結会計期間は65億52百万円の

増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の資金の減少（前年同四半期連結会計期間は4億39百万円の減

少）となりました。主たる要因は、有形固定資産の取得による資金の減少2億91百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは27億82百万円の減少（前年同四半期連結会計期間は66億89百万円の減少）

となりました。主たる要因は、プロジェクトが終了したことによって不動産販売事業に伴う借入金が減少したこと

によるものであります。 

  

 当第１四半期の連結業績は、景気後退やこれに伴う消費者心理の冷え込みといった外部環境の悪化から連結売上高

が計画を若干下回ったものの、エンドユーザーのニーズに合致する適正価格に基づく物件供給に努め、事業効率を高

めました結果、利益は計画を上回りました。                                

 今後の経済情勢については、世界経済の悪化に関して下げ止まり感が指摘される一方で、国内の雇用環境等なお厳

しい局面の持続も予想されます。こうした事業環境下ではありますが、当社グループは、本業である分譲事業におい

てエンドユーザーに受け入れられる商品を提供していくという基本戦略を堅持し、グループ一丸となった営業展開に

より業績の確保を図ってまいります。                                   

 平成22年３月期の連結業績につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに、期初予想（平成21年５月８日

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



発表）からの変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,805 13,960

受取手形及び売掛金 98 103

販売用不動産 10,019 11,925

仕掛販売用不動産 25,927 27,536

営業貸付金 750 807

繰延税金資産 2,698 2,935

未収還付法人税等 101 132

その他 551 651

貸倒引当金 △0 △3

流動資産合計 53,950 58,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,043 10,396

土地 24,542 24,542

建設仮勘定 － 504

その他（純額） 220 233

有形固定資産 35,806 35,677

無形固定資産   

特許権 13 16

ソフトウエア 74 73

その他 41 41

無形固定資産合計 129 131

投資その他の資産   

投資有価証券 651 611

繰延税金資産 298 310

その他 1,901 1,908

貸倒引当金 △905 △912

投資その他の資産合計 1,946 1,918

固定資産合計 37,882 37,727

資産合計 91,833 95,776



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,199 6,189

短期借入金 3,960 3,960

1年内返済予定の長期借入金 44,802 38,282

未払法人税等 38 92

未払費用 173 93

前受金 1,106 971

賞与引当金 26 107

役員賞与引当金 15 －

役員退職慰労引当金 － 18

その他 689 615

流動負債合計 55,011 50,330

固定負債   

長期借入金 12,632 21,934

退職給付引当金 86 84

役員退職慰労引当金 137 138

その他 892 702

固定負債合計 13,748 22,860

負債合計 68,759 73,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 15,146 14,668

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 23,051 22,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 12

評価・換算差額等合計 21 12

少数株主持分 － －

純資産合計 23,073 22,586

負債純資産合計 91,833 95,776



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,666 7,886

売上原価 10,896 5,694

売上総利益 3,770 2,191

販売費及び一般管理費 1,559 1,448

営業利益 2,210 743

営業外収益   

受取利息 26 3

違約金収入 7 352

匿名組合投資利益 43 24

その他 25 16

営業外収益合計 103 397

営業外費用   

支払利息 393 307

その他 61 24

営業外費用合計 454 331

経常利益 1,859 808

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 4

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 2 4

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 0

たな卸資産評価損 84 －

特別損失合計 85 0

税金等調整前四半期純利益 1,776 812

法人税、住民税及び事業税 644 91

法人税等調整額 146 242

法人税等合計 790 334

少数株主利益 － －

四半期純利益 985 478



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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利益 1,776 812

減価償却費 84 168

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） △193 △81

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △55 15

受取利息及び受取配当金 △29 △6

匿名組合投資損益（△は益） △43 △24

支払利息 393 307

たな卸資産評価損 84 －

有形及び無形固定資産除却損 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

売上債権の増減額（△は増加） 321 69

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,212 3,468

その他の資産の増減額（△は増加） 132 △22

未収消費税等の増減額（△は増加） 327 1

仕入債務の増減額（△は減少） △2,204 △1,989

その他の負債の増減額（△は減少） 404 323

未払消費税等の増減額（△は減少） 91 142

小計 8,294 3,156

利息及び配当金の受取額 19 38

利息の支払額 △360 △304

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,400 33

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,552 2,924

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 △747 △63

定期預金の払戻による収入 650 290

有形固定資産の取得による支出 △348 △291

出資金の分配による収入 11 －

有形固定資産の売却による収入 － 1

その他 △4 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △439 △70

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 4,345 －

長期借入金の返済による支出 △10,350 △2,782

配当金の支払額 △684 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,689 △2,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △576 71

現金及び現金同等物の期首残高 35,541 13,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,965 13,281



 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）従来、不動産管理事業は事業区分の「その他事業」に含めて記載しておりましたが、重要性が増したことによ

り、当第１四半期連結累計期間より「不動産管理事業」として区分掲記することにいたしました。なお、前第１四

半期累計期間の「その他事業」に含まれる「不動産管理事業」の外部顧客に対する売上高は936百万円、営業利益

は80百万円であります。 

  

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  13,192  486  987  14,666  -  14,666

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 -  29  142  171 (171)  -

計  13,192  515  1,129  14,838 (171)  14,666

営業利益  2,129  227  58  2,415 (204)  2,210

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

不動産管理
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業

利益 
                                         

売上高                                          

(1) 外部顧客に対

する売上高  
 6,332  585  942  25  7,886  －  7,886

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  20  13  202  236 (236)  －

計  6,332  606  956  227  8,122 (236)  7,886

営業利益又は営

業損失（△） 
 579  217  99  △6  889 (146)  743

〔所在地別セグメント情報〕

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

 海外売上高はないため該当事項はありません。 

   

（６）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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