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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 8,323 28.5 △309 ― △579 ― △457 ―

21年3月期第1四半期 6,478 ― △289 ― △652 ― △357 ―

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 △59.13 ―

21年3月期第1四半期 △46.21 ―

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 59,964 1,195 2.0 154.50
21年3月期 66,153 1,610 2.4 208.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,195百万円 21年3月期  1,610百万円

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  

平成２２年３月期の期末配当予想金額は、未定であります。 

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 ― ― ―

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

22,700 0.0 30 ― △520 ― △530 ― △69.76

通期 49,300 △3.8 1,700 ― 690 ― 670 ― 86.56
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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  
（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) 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 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、４ページ 【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 
２．配当については、業績に対応した配当を基本としつつ、当社の財政状態、業績動向等総合的に勘案して決定しております。現時点においては不動産市
場の事業環境に不透明な要因が多いこともあり、当期期末配当予想額を未定としておりますが、開示が必要となった時点で速やかに開示いたします。 

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 7,747,000株 21年3月期  7,747,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,875株 21年3月期  6,874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 7,740,125株 21年3月期第1四半期 7,740,126株
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我が国の不動産業界は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安の深刻化、さらに昨年のリ

ーマンショックによる世界経済危機から、不動産市況は悪化の一途をたどっており、相次ぐ上場不動産デ

ベロッパーの破綻という事態にまで陥っておりました。 

その後、今年に入りお客様の来場は回復傾向にあり、特に首都圏においては４月以降、モデルルーム等

へのお客様の来訪も多くなり、計画販売戸数をほぼクリアできる状況に戻ってきております。一方、価格

面では「ローン設定額はできるだけ少なく」といったお客様の意識は依然強く、物件・住戸の選定、ご予

算の設定等において慎重な姿勢が継続しております。地方圏においても、お客様の来訪は徐々に回復して

いる感触は得ておりますものの、首都圏と比較するとその水準はまだまだの段階であり、一部好調物件を

除くと販売には時間を要する前提で臨んでおります。 

このような事業環境におきまして、当社企業グループは、平成20年11月に策定した「リエンジニアリン

グプラン2010」に基づき、組織の見直しとともに自社販売体制を採用することでの販売強化と経費削減を

図っており、当連結会計年度におきましても、さらにこの自社販売体制を強化拡充しております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は、前年同四半期より1,844百

万円上回る8,323百万円（前年同四半期比28.5％増）、営業損失は、309百万円（同7.0％増）、経常損失

は、579百万円（同11.2％減）、四半期純損失は、457百万円（同28.0％増）となりましたが、当年度竣工

戸数の約７割が第３・第４四半期に集中していることもあり、通期の連結業績予想における第１四半期業

績目標に対しては、予定された範囲で推移しております。 
  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(不動産販売事業) 

前記（連結経営成績に関する定性的情報）で申し述べましたとおり、お客様のマンション購入意欲につ

いては回復の兆しは見られるものの、ローン設定額を抑える傾向が強く販売価格面においては厳しい状態

が継続し、また地方圏においては市況回復感は首都圏ほどには至っていないものと認識しております。こ

のような環境下、自社販売の拡充により販売コストを低減化することでこれに対応しており、当社単独物

件においては当年度上期中にその大半の自社販売への切り替え実施を完了いたします。 

当第１四半期連結累計期間においては、ザ・レジデンス千葉ニュータウン中央 イーストスクエア ガ

ーデンレジデンス（千葉県印西市）、クレアシティ西院高辻通（京都府京都市右京区）等237戸を販売い

たしました。 

この結果、売上高は7,167百万円（前年同四半期比36.8％増）、営業損失は481百万円（同2.5％増）と

なりました。 

(不動産賃貸・管理事業) 

不動産賃貸・管理事業におきましては、実体経済の悪化を受け、テナント企業の賃料負担力が減少し、

賃貸市場は全国規模での空室率の上昇が続き、賃料値下げ要請や移転が増加傾向にあります。このような

状況のなか、当社企業グループにおきましては、テナント確保を 重要課題として、テナント企業の現状

ニーズを早期に掌握し、賃料およびその他の条件改定提案によりテナント流出防止に努めてまいりまし

た。 

ビル管理事業におきましては、ビルオーナーからの委託料減額要請が厳しいなか、さらなる原価圧縮に

努め、収益向上を図りました。 

また、マンション管理事業は、新規管理戸数42戸を加え、総管理戸数7,458戸を受託いたしました。 

この結果、売上高は1,127百万円（前年同四半期比6.2％減）、営業利益は336百万円（同5.5％減）とな

りました。 

(その他の事業) 

保険代理店事業におきましては、当社分譲マンションの購入者に対する火災保険等の販売は順調に推移

し前年並みを確保したものの、大型団体扱い関係保険の終了が減収に大きく影響いたしました。 

この結果、売上高は28百万円（前年同四半期比25.9％減）、営業利益は16百万円（同30.9％減）となり

ました。 

【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
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(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べて6,188百万円（前期比9.4％減）減少し、59,964百万円となりまし

た。これは、主として不動産販売事業における繰越在庫の販売促進に努めた結果たな卸資産が4,031百万

円減少したこと、並びに受取手形及び売掛金の回収により売掛債権が1,248百万円減少したことなどによ

るものであります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べて5,774百万円（前期比8.9％減）減少し、58,768百万円となりまし

た。これは、主として借入金が2,927百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が2,997百万円減少したこ

となどによるもので、その内容はいずれも前連結会計年度に竣工した物件に対するものであります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて414百万円（前期比25.7％減）減少し、1,195百万円となりまし

た。これは、主として当第１四半期連結累計期間において457百万円の四半期純損失を計上し利益剰余金

が減少したことなどによるものであります。 

  

平成21年５月15日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして

は、現時点において変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

  
  

該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

(固定資産の減価償却の算定方法) 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

(たな卸資産の評価方法) 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(税金費用の計算) 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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

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
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前連結会計年度における不動産販売業界におきましては、販売期間は長期化し、販売価格は下落する

市場環境に陥りました。 

この結果、当社企業グループの主要事業の分譲マンション販売においても、販売期間の長期化、値引

販売等による損失が拡大することとなりました。これらの状況を踏まえ個別物件ごとに分析、検討し、

たな卸資産の評価を行い、たな卸資産簿価切下額4,056百万円を計上することとなり、前連結会計年度

において多額の売上原価を計上したため、経常損失等を計上する結果となりました。 

当第１四半期連結累計期間におきましては、経常損失等を計上する結果となりましたが、通期の連結

業績予想における第１四半期業績目標に対しては予定された範囲で推移しております。 

当該重要事象等を解消し、又は改善する対応策として、当社企業グループは事業再構築に向け、新３

ヶ年計画「リエンジニアリングプラン2010」を基本に、事業計画を策定いたしました。 

同計画に沿った下記施策を順次実行中であります。 

①不動産販売事業（自社販売体制の拡充） 

マンション販売につきましては販売会社に委託しておりましたが、自社販売体制を拡充いたします。

このメリットは、販売手数料等の外部流出費用の削減、顧客ニーズを直接収集できるため効率的・効果

的な広告戦略ができること、また人員の有効的な配置転換による経費削減効果等も出てきており、全社

一元管理の体制を整えました。 

平成21年７月末現在15物件を自社販売中であり、１物件当たり平均３名の体制とし、物件の状況・環

境を一番熟知した用地仕入担当者、販売業務経験者が一体となり、熱意・責任を持って販売することで

着実に成果を挙げており、今後も順次自社販売体制を推進してまいります。 

在庫につきまして継続して販売に注力しておりますので、そのピークは越えたと認識しております。

新規物件につきましては、駅徒歩圏や熟成された居住環境エリアで一次取得者向けマンションを供給

してまいります。 

②組織 

組織効率化及び発注費用削減等のために組織の見直し、自社販売の強化拡充を行っております。 

③不動産賃貸・管理事業 

賃貸ビルにつきましては、随時リニューアルを行い資産価値の維持を図ります。 

ビル管理につきましては、内省化・外注化双方から原価圧縮を図ります。 

マンション管理につきましては、事業主と管理会社が同一という当社の特徴を 大限に生かした営業

展開を行います。 

④その他の事業 

保険代理事業については、各取引先に対し、きめ細やかな対応を行い高品質のサービスを提供いたし

ます。 

⑤経費削減（固定費・変動費） 

人件費につきましては、役員・執行役員は賞与の100％減額はもとより、引き続き平成22年３月まで

報酬の減額及び常勤監査役報酬の自主返納を継続いたします。 

さらに、社員につきましては、平成21年夏期賞与も引き続き大幅な削減を行いました。 

また、一般経費につきましても意識を徹底し抑制・削減いたします。 

⑥資金運営 

前連結会計年度に100億円超の新規の運転資金の支援をいただいた株式会社みずほコーポレート銀行

を始め各取引金融機関からは、当社の「リエンジニアリングプラン2010」に沿って引き続き支援を継続

いただいております。 

不動産販売事業における繰越在庫の販売が当四半期においても着実に進捗し、たな卸資産の圧縮を実

現できておりますので、今後も上記プランに沿って販売進捗を進めることで資金面での一層の改善が見

込まれ、より安定的な資金運営が可能になってくるものと考えております。 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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 2,788,444 3,372,032

受取手形及び売掛金 840,117 2,089,077

販売用不動産 15,236,125 20,392,113

不動産事業支出金 26,349,461 25,229,937

貯蔵品 9,373 4,031

繰延税金資産 7,221 7,209

その他 903,538 1,307,635

貸倒引当金 △3,818 △4,688

流動資産合計 46,130,463 52,397,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,546,275 2,572,960

機械装置及び運搬具（純額） 14,537 16,023

土地 10,428,350 10,428,350

その他（純額） 17,953 16,870

有形固定資産合計 13,007,117 13,034,205

無形固定資産 15,191 14,347

投資その他の資産   

投資有価証券 364,057 362,725

その他 522,165 415,911

貸倒引当金 △74,325 △71,225

投資その他の資産合計 811,898 707,411

固定資産合計 13,834,206 13,755,964

資産合計 59,964,670 66,153,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,303,546 10,301,253

短期借入金 38,634,400 37,052,400

未払法人税等 12,344 17,129

賞与引当金 33,684 82,002

その他 1,602,920 1,299,412

流動負債合計 47,586,896 48,752,198

固定負債   

長期借入金 8,003,100 12,512,200

繰延税金負債 3,277 125,101

再評価に係る繰延税金負債 1,753,417 1,753,417

退職給付引当金 94,565 98,293

長期預り敷金保証金 1,327,495 1,302,039

固定負債合計 11,181,855 15,791,052

負債合計 58,768,752 64,543,250
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,008,344 1,008,344

資本剰余金 673,277 673,277

利益剰余金 △472,205 △14,519

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 1,201,927 1,659,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,748 △38,792

土地再評価差額金 △10,757 △10,757

評価・換算差額等合計 △6,008 △49,549

純資産合計 1,195,918 1,610,062

負債純資産合計 59,964,670 66,153,313
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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)

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 6,478,319 8,323,191

売上原価 5,464,390 7,471,928

売上総利益 1,013,928 851,263

販売費及び一般管理費 1,303,097 1,160,687

営業損失（△） △289,168 △309,423

営業外収益   

受取利息 1,729 599

受取配当金 3,393 3,252

還付加算金 2,236 1,420

受取賃貸料 － 58,734

その他 31 46

営業外収益合計 7,391 64,053

営業外費用   

支払利息 365,921 317,322

その他 4,950 17,169

営業外費用合計 370,872 334,491

経常損失（△） △652,649 △579,862

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,459 869

投資有価証券売却益 － 457

賞与引当金戻入額 － 40,972

償却債権取立益 － 6,666

その他 － 3,257

特別利益合計 8,459 52,224

特別損失   

固定資産除却損 836 942

投資有価証券評価損 － 44,266

ゴルフ会員権評価損 － 150

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 3,100

特別損失合計 836 48,459

税金等調整前四半期純損失（△） △645,026 △576,097

法人税等 △287,327 △118,411

四半期純損失（△） △357,699 △457,685
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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