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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,706 35.5 △18 ― △84 ― △87 ―

21年3月期第1四半期 1,259 ― △107 ― △188 ― △113 ―

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 △4,437.46 ―

21年3月期第1四半期 △5,782.88 ―

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 7,161 534 7.5 27,243.04
21年3月期 8,400 621 7.4 31,680.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  534百万円 21年3月期  621百万円

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
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 250.00 250.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

4,400 24.4 162 ― 49 ― 24 ― 1,223.24

通期 8,000 13.0 330 ― 100 ― 50 ― 2,548.42
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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  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） 

(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 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 19,672株 21年3月期  19,672株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  52株 21年3月期  52株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 19,620株 21年3月期第1四半期 19,672株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、その他特記事項の詳細については、4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。 
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・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１四半期（平成 21 年４月１日～平成 21 年６月 30 日）における我が国経済は、急激な景気
の悪化には歯止めがかかる動きが一部に表れ始めましたが、企業収益や個人所得は引き続き厳しい
状況にあり、依然として予断を許さない環境にあります。 
当不動産業界におきましても、国土交通省が平成 21 年６月 30 日に発表した平成 21 年５月の新

設住宅着工は６カ月連続前年割れであり、特に分譲マンションの着工戸数は 6,130 戸と、建築基準
法改正の影響で落ち込んだ平成 19 年９月に次ぐ過去２番目の低水準になるなど、依然として低迷
しております。 
不動産経済研究所発表の首都圏のマンション発売戸数も、平成 21 年６月まで 22 か月連続して

前年同月比マイナスが続いており、マンション市場の縮小傾向は続いております。 
一方、首都圏の月間契約率は平成 21 年５月及び６月はそれぞれ売れ行き好調の目安とされる

70％を上回るなど、一部の購入者の意識に好転の兆しが見え始めています。 
また、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 21 年４月から６月の期間の成約件数は 8,049 件（前年同四半期比 8.1％増）と、２四半期連続
前年同期比増加となるとともに、４月から６月の成約件数としては過去最高となりました。また、
１㎡単価は前年同四半期比マイナス 7.6％の 37.59 万円と、４四半期連続の下落となり、価格に落
ち着きがみられております。 
このような環境の中、当社は引き続き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。 

 
当社の主な事業における第１四半期事業部門の業績を示すと、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
レ中青木」（埼玉県川口市）６戸、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Ｐ
Ｊ」（東京都武蔵野市）１区画、「市川市大洲土地」（千葉県市川市）１区画完売、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）１戸完売、「ロイヤルガーデ
ン本八幡ブランシャトー」（千葉県市川市）２戸、「ラ・アトレ湘南藤沢」（神奈川県藤沢市）９
戸を引き渡すことで 608 百万円となり、前年同四半期と比べ 108 百万円（21.6％増）の増加とな
りました。 
 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 34 戸引き渡すことで売上高 943 百万円となり、前年同四半期と比べ 439 百万円
（87.1％増）の増加となりました。 
 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 145
百万円となり、前年同四半期と比べ 36 百万円（△19.9％減）の減少となりました。 
 なお、事業部門別売上高の概況は以下の通りです。 

事業部門別売上高の概況  （単位：千円）

事業部門 
前第１四半期累計期間
（自 平成20年4月1日 
  至 平成20年6月30日）

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

構成比 前年同四半期比

不動産販売事業 1,004,483 1,551,840 91.0% 54.5％増 

       （新築不動産） 500,177 608,277 35.7% 21.6％増 

       （再生不動産） 504,306 943,563 55.3% 87.1％増 

不動産管理事業 181,544 145,343 8.5% 19.9％減 

ゴルフ会員権事業 53,919 570 0.0% 98.9％減 

その他事業 19,246 8,248 0.5% 57.1％減 

合    計 1,259,193 1,706,002 100.0% 35.5％増 
 
（２）営業損失 
前述の市況を踏まえ、富裕層向け商品等の評価を前事業年度末より更に保守的に評価し、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 79 百万円等の結果、営業損失は 18 百万円

（－％）となりました。 
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（３）経常損失 
上記の営業損益を受け経常損失は、84 百万円（－％）となりました。 
 
（４）当期純損失 
固定資産売却損 2 百万円の計上の結果、当期純損失は 87 百万円（－％）となりました。 

 
 
2. 財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状況の変動状況 
当第１四半期末の総資産は前事業年度末に比べ、1,239 百万円減少し、7,161 百万円となりまし

た。これは在庫不動産の圧縮に努めた結果、販売用不動産が 845 百万円減少したこと、一部の固
定資産を売却したことにより有形固定資産が 210 百万円減少したこと等によるものであります。 
また、当第１四半期末の負債合計は前事業年度末に比べ 1,152 百万円減少し、6,626 百万円とな

りました。これは短期借入金が 139 百万円、一年内返済予定の長期借入金が 615 百万円、長期借
入金が 360 百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。 
当第１四半期末の純資産合計は四半期純損失の計上によって利益剰余金が減少したことにより、

前事業年度末に比べ 87 百万円減少の 534 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 166 百万円減少し、141 百万円となりました。 

当事業年度末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 86 百万円、たな卸資産の減少 843
百万円等により 811 百万円と前年同四半期と比べ 1,073 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、有形固定資産の売却による収入等により 179 百万円と
前年同四半期と比べ 159 百万円（786.7％増）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 139 百万円、長期借入金の返済によ
る支出 975 百万円等により、1,158 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 22 年３月期業績予想につきましては、現時点で概ね計画通りに進捗しており、決算発表時
（平成 21 年５月 15 日）に公表した数値は修正しておりません。 

 
  

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１四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

額を見積もり、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 

該当事項はありません。 
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 167,622 331,241

受取手形及び売掛金 9,385 17,108

有価証券 1,999 1,997

販売用不動産 3,733,370 4,578,762

仕掛不動産 363,895 362,395

その他 69,145 80,755

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 4,344,519 5,371,360

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,133,908 1,225,296

土地 1,577,925 1,696,072

その他 12,303 13,097

有形固定資産合計 2,724,136 2,934,467

無形固定資産 6,855 7,380

投資その他の資産 78,280 79,400

固定資産合計 2,809,272 3,021,247

繰延資産 7,386 7,847

資産合計 7,161,178 8,400,455

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 119,572 106,858

短期借入金 1,406,350 1,545,925

1年内返済予定の長期借入金 2,239,064 2,854,289

未払法人税等 437 1,715

引当金 5,400 3,600

その他 467,802 288,973

流動負債合計 4,238,627 4,801,362

固定負債   

社債 175,000 387,500

長期借入金 1,917,434 2,277,589

引当金 20,559 20,353

その他 275,047 292,078

固定負債合計 2,388,042 2,977,521

負債合計 6,626,670 7,778,884

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 △47,212 39,850

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 534,508 621,571

純資産合計 534,508 621,571

負債純資産合計 7,161,178 8,400,455
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,259,193 1,706,002

売上原価 1,100,832 1,532,387

売上総利益 158,360 173,614

販売費及び一般管理費 265,789 191,846

営業損失（△） △107,428 △18,231

営業外収益   

受取利息 282 23

受取配当金 24 18

受取補償金 1,276 －

その他 130 116

営業外収益合計 1,712 157

営業外費用   

支払利息 71,327 53,587

支払手数料 10,416 11,200

その他 854 1,614

営業外費用合計 82,598 66,403

経常損失（△） △188,314 △84,476

特別損失   

固定資産売却損 － 2,453

特別損失合計 － 2,453

税引前四半期純損失（△） △188,314 △86,930

法人税、住民税及び事業税 132 132

法人税等調整額 △74,686 －

法人税等合計 △74,553 132

四半期純損失（△） △113,760 △87,063
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △188,314 △86,930

減価償却費 9,629 13,956

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） 575 206

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,800 1,800

受取利息及び受取配当金 △304 △39

支払利息 68,031 51,301

社債利息 3,295 2,286

支払手数料 7,345 11,200

有形固定資産売却損益（△は益） － 2,453

社債発行費償却 515 460

売上債権の増減額（△は増加） △4,573 7,722

たな卸資産の増減額（△は増加） 149,128 843,891

仕入債務の増減額（△は減少） △167,454 12,713

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,829 12,910

その他 74,544 △1,292

小計 △69,009 872,640

利息及び配当金の受取額 304 38

利息の支払額 △79,216 △54,565

支払手数料の支払額 △4,010 △5,970

法人税等の支払額 △109,661 △265

営業活動によるキャッシュ・フロー △261,593 811,878

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 68,572 －

積立預金の預入による支出 △20,826 △5,400

積立預金の払戻による収入 17,703 －

有形固定資産の取得による支出 △420 △642

有形固定資産の売却による収入 － 195,668

貸付けによる支出 △300 △300

貸付金の回収による収入 284 86

子会社出資金の払込による支出 － △10,000

その他 △65 442

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,283 179,854

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） △285,209 △139,575

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 △202,437 △975,380

社債の償還による支出 △42,500 △42,500

配当金の支払額 △21,062 △36

リース債務の返済による支出 － △1,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △521,208 △1,158,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △762,519 △166,918

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,148 308,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 530,629 141,522
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
当第１四半期累計期間（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。 
 

 
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期累計期間（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。 
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6. その他の情報 

不動産販売事業における当第 1 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1四半期 当第1四半期 

平成21年３月期 第1四半期 平成22年３月期 第1四半期 
（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

契約高 契約残高 契約高 契約残高 

1,710,085 804,910 2,448,614 1,269,758  

※ 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1四半期 売上計上分 1,551,840 

当第1四半期 契約済売上計上予定分 1,269,758 

合 計 2,821,599 
 

    （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 7,440,000  20.9% 37.9%  
※ 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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