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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,482 △35.3 △471 ― △681 ― △410 ―
21年3月期第2四半期 14,665 ― 62 ― △103 ― △243 ―

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2四半期 △26.59 ―
21年3月期第2四半期 △15.80 ―

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2四半期 52,232 24,793 47.5 1,606.60
21年3月期 59,720 25,465 42.6 1,650.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,793百万円 21年3月期  25,465百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00
22年3月期 ― 12.50
22年3月期 

（予想）
― 12.50 25.00

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 26,500 △12.6 1,100 ― 650 ― 400 ― 25.92
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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  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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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．平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想について、本日発表の「平成22年３月期（連結・個別）業績予想の修正並びに役
員報酬の減額に関するお知らせ」において修正しております。 
２．本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及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。今後、さまざまな要因によって、実際の業績が大きく異なる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 15,465,600株 21年3月期  15,465,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  33,142株 21年3月期  32,950株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,432,544株 21年3月期第2四半期 15,433,257株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産など一部

に持ち直しの動きがみられ、個人消費も持ち直しつつあるとされながらも、失業率が過去 高水準となり雇用環境の

悪化傾向が続くなど景気は依然として厳しい状況となりました。 

 当社グループの属する不動産業界におきましては、国際的な金融危機に端を発した急激な景気減速から企業業績悪

化による設備投資の減少、雇用環境の悪化、所得の低迷に起因する個人消費の落ち込み等により、当社グループを取

り巻く経営環境は厳しい事業環境のなかで推移してまいりました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間におきましては、地価・建築費の高騰により事業の収益性が悪

化する一方で、昨年からの急激な景気悪化及び将来不安に伴う購入者の購入意欲の冷え込みにより買い控え傾向が依

然として続いたことから、販売期間が長期化するなど、期初予想以上に市況が悪化したことにより、誠に遺憾なが

ら、連結売上高は94億82百万円（前年同期比35.3％減）、連結営業損失は４億71百万円（前年同期は連結営業利益62

万円）、連結経常損失は６億81百万円（前年同期は連結経常損失１億３百万円）、連結四半期純損失は４億10百万円

（前年同期は連結四半期純損失２億43百万円）となりました。 

 なお、当社グループの主力事業であります不動産販売事業においては、引渡基準を採用しており、マンションの売

買契約成立時ではなく、マンションの顧客への引渡をもって売上が計上されます。例年、マンションの引渡時期が特

定の四半期に偏重する傾向があり、各四半期の売上高及び利益水準は著しく相違する傾向にあります。 

 事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

 不動産販売事業におきましては、売上高は84億93百万円、営業損失は６億35百万円となりました。 

 その他の事業におきましては、売上高は９億88百万円、営業利益は１億62百万円となりました。 

  

  

 当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて74億88百万円減少して522億32百万円となりまし 

た。また、純資産は６億71百万円減少して247億93百万円となりました。この結果、自己資本比率は47.5％となりま 

した。 

 当第２四半期連結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。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 営業活動の結果、減少した資金は133億32百万円となりました。これは主に不動産分譲事業損失引当金の減少23億

90百万円、たな卸資産の増加10億７百万円、仕入債務の減少83億81百万円、法人税等の支払２億３百万円等によるも

のです。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動の結果、減少した資金は５億53百万円となりました。これは主に定期預金の払戻と預入に伴う純支出２億

50百万円、有価証券の償還による収入２億円、有形固定資産の取得による支出７億54百万円、有形固定資産の売却に

よる収入１億98百万円によるものです。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

 財務活動の結果、増加した資金は43億19百万円となりました。これは主にマンションプロジェクト資金として148

億85百万円を借入れ、マンションが竣工したことに伴い借入金102億90百万円を返済したこと等によるものです。 

  

  

 平成21年５月15日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳細は、本日（平成21年10月30日公表の 

「平成22年３月期（連結・個別）業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

  

該当事項はありません。  

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

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）
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該当事項はありません。  

  

  

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用しております。 

 ただし、工事進行基準の適用対象となる工事がないため、会計基準変更による影響はありません。 

  

（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

（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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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21年９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 10,091,996 19,608,739

売掛金 359,174 417,562

有価証券 － 200,000

販売用不動産 17,380,337 8,528,888

仕掛販売用不動産 16,831,126 24,675,291

繰延税金資産 1,396,394 1,087,762

その他 505,721 504,969

流動資産合計 46,564,751 55,023,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,710,039 954,096

土地 2,885,024 1,701,152

リース資産（純額） 93,394 82,199

建設仮勘定 － 1,360,379

その他（純額） 50,626 40,770

有形固定資産合計 4,739,085 4,138,597

無形固定資産 40,357 33,619

投資その他の資産   

投資有価証券 94,639 80,459

長期貸付金 7,000 8,750

長期預金 200,000 －

破産更生債権等 493,372 493,372

繰延税金資産 143,201 141,485

その他 398,407 232,861

貸倒引当金 △448,800 △432,000

投資その他の資産合計 887,822 524,929

固定資産合計 5,667,265 4,697,146

資産合計 52,232,016 59,720,361
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 681,451 9,062,728

短期借入金 8,405,000 3,230,000

1年内返済予定の長期借入金 7,716,947 13,179,196

リース債務 10,728 9,291

未払法人税等 107,923 250,719

前受金 99,853 389,844

賞与引当金 109,889 142,010

不動産分譲事業損失引当金 － 2,390,000

その他 364,565 613,177

流動負債合計 17,496,358 29,266,967

固定負債   

長期借入金 9,260,261 4,378,704

リース債務 84,239 73,958

退職給付引当金 91,856 85,821

役員退職慰労引当金 233,612 231,487

その他 271,878 218,020

固定負債合計 9,941,848 4,987,992

負債合計 27,438,207 34,254,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,983,000 1,983,000

資本剰余金 2,871,599 2,871,707

利益剰余金 19,997,437 20,677,913

自己株式 △61,416 △61,389

株主資本合計 24,790,620 25,471,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,189 △5,831

評価・換算差額等合計 3,189 △5,831

純資産合計 24,793,809 25,465,400

負債純資産合計 52,232,016 59,720,361
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,665,081 9,482,135

売上原価 12,207,362 7,924,887

売上総利益 2,457,719 1,557,247

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 408,973 313,366

給料及び賞与 932,324 711,614

賞与引当金繰入額 194,738 109,343

退職給付費用 41,675 32,417

役員退職慰労引当金繰入額 1,925 2,125

租税公課 132,963 196,482

減価償却費 13,448 24,874

その他 668,815 638,731

販売費及び一般管理費合計 2,394,864 2,028,955

営業利益又は営業損失（△） 62,854 △471,707

営業外収益   

受取利息 14,402 7,090

解約違約金収入 4,244 878

保証金敷引収入 3,990 7,955

賞与引当金戻入益 40,080 9,877

その他 10,747 21,976

営業外収益合計 73,464 47,777

営業外費用   

支払利息 213,606 243,040

その他 26,308 14,391

営業外費用合計 239,915 257,432

経常損失（△） △103,596 △681,362

特別利益   

固定資産売却益 － 130,872

特別利益合計 － 130,872

特別損失   

固定資産売却損 － 56,743

貸倒引当金繰入額 － 16,800

本社移転費用 － 29,892

特別損失合計 － 103,436

税金等調整前四半期純損失（△） △103,596 △653,926

法人税、住民税及び事業税 81,243 70,866

法人税等調整額 59,003 △314,388

法人税等合計 140,246 △243,522

四半期純損失（△） △243,843 △410,404

－7－

日本エスリード㈱（8877）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △103,596 △653,926

減価償却費 47,756 48,053

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,241 6,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,925 2,125

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,150 －

不動産分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） △366,000 △2,390,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 16,800

受取利息及び受取配当金 △15,466 △7,891

支払利息 213,606 243,040

有形固定資産除売却損益（△は益） － △73,745

移転費用 － 7,530

売上債権の増減額（△は増加） 419,859 58,388

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,015,848 △1,007,285

仕入債務の増減額（△は減少） △2,425,692 △8,381,277

前受金の増減額（△は減少） 386,851 △289,990

その他 △470,755 △362,310

小計 △3,324,268 △12,784,455

利息及び配当金の受取額 15,100 9,788

利息の支払額 △182,205 △354,824

法人税等の支払額 △1,348,369 △203,015

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,839,742 △13,332,506

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 △770,000 △820,000

定期預金の払戻による収入 770,000 570,000

有価証券の償還による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △4,506 △754,383

有形固定資産の売却による収入 46,309 198,006

無形固定資産の取得による支出 △3,630 △9,448

投資有価証券の取得による支出 △1,202 △1,445

長期貸付金の回収による収入 1,749 1,749

その他 3,044 62,056

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,765 △553,463

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） △1,200,000 5,175,000

リース債務の返済による支出 △435 △5,557

長期借入れによる収入 8,125,000 5,990,000

長期借入金の返済による支出 △5,030,000 △6,570,690

自己株式の取得による支出 △334 △135

配当金の支払額 △231,120 △269,390

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,663,109 4,319,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,134,867 △9,566,743

現金及び現金同等物の期首残高 15,607,887 18,616,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,473,019 9,050,196
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

    （注）事業区分は事業内容を勘案して、下記のとおり分類しております。 

不動産販売事業 ……… 中高層住宅の販売 

その他の事業  ……… 不動産賃貸・仲介・管理、損害保険代理業、電力の管理、建設・リフォーム等 

  

  前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

  前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

    海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産販売事業

（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  13,876,154  788,926  14,665,081  －  14,665,081

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  29,382  29,382  △29,382  －

計  13,876,154  818,309  14,694,463  △29,382  14,665,081

        営業利益（又は損失）  △111,898  173,552  61,654  1,200  62,854

  
不動産販売事業

（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  8,493,343  988,792  9,482,135  －  9,482,135

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  16,181  16,181  △16,181  －

計  8,493,343  1,004,973  9,498,317  △16,181  9,482,135

        営業利益（又は損失）  △635,992  162,084  △473,907  2,200  △471,707

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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