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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 12,649 5.4 △180 ― △250 ― △84 ―
21年3月期第2四半期 11,997 ― 394 ― 278 ― △271 ―

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 △5.42 ―
21年3月期第2四半期 △16.93 ―

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 30,033 16,855 56.1 1,083.09
21年3月期 31,743 17,016 53.6 1,093.40

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,855百万円 21年3月期  17,016百万円

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 ― 8.00 ― 5.00 13.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

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 29,340 30.5 400 7.0 260 54.8 170 ― 10.92
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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  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） 

（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。 

(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 
平成21年５月11日に公表しました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。詳細につきましては、本日、別途公表の「通期業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、上記の予想は、本資料の公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、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想の
修正に関する定性的情報をご覧ください。 

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 16,098,250株 21年3月期  16,098,250株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  535,400株 21年3月期  535,400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 15,562,850株 21年3月期第2四半期 16,027,331株
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 当第２四半期におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済政策の効果に加え、海外経済環境の改善により景気

は持ち直しの動きを見せるものの、企業の生産活動は低い水準にあり、雇用情勢も一段と厳しさを増すなど、依然

として不透明な状況のうちに推移しております。 

 不動産業界におきましては、９月の首都圏におけるマンションの新規供給戸数が3,063戸と25ヶ月振りに前年同

月比増加に転じ、販売在庫戸数も前月末比197戸減少の6,840戸（株式会社不動産経済研究所調べ)となるなど、一

部に好転の兆しが見られますが、本格的な市況回復には暫く時間を要すると考えられます。 

 当社グループの主要事業領域である資産運用型分譲マンション市場におきましては、安定したインカムゲインが

期待できる金融商品としての認知度の向上や、職住近接を目的とした都心志向などを背景に、底堅い需要が見られ

るものの、景気低迷の長期化懸念の影響から投資に対する慎重姿勢は継続しており、力強さに欠ける状況が続いて

おります。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、首都圏において、資産運用として多彩なメリットを提供する「ガ

ーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、顧客サポート体制の充実、ブランド力の強化を図ってまいりまし

た。また、中古マンション売買の拡充、ファミリーマンションの開発・販売にも積極的に取り組み、グループの企

業価値の向上に全力を尽くしてまいりました。 

 こうした結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高126億49百万円（前年同四半期比5.4％増）、営業損失１億

80百万円（前年同四半期は３億94百万円の利益）、経常損失２億50百万円（前年同四半期は２億78百万円の利益）

となりました。また、役員退職慰労引当金戻入額３億55百万円を特別利益に計上したこと等により、税金等調整前

四半期純利益は51百万円となりましたが、法人税等１億36百万円を計上した結果、84百万円の四半期純損失（前年

同四半期は２億71百万円の損失）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（不動産販売事業） 

 不動産販売事業におきましては、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開するととも

に、中古マンション91戸を販売した結果、ワンルームマンション売上高72億20百万円（394戸）、ファミリーマン

ション売上高28億35百万円（76戸）、その他収入15億16百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は115億73百

万円（前年同四半期比5.6％増）となりました。利益面では、ファミリーマンション分譲事業において、他社物件

との競合から販売価格の調整を行った結果、利益率が低下したこと等により、営業損失４億円（前年同四半期は１

億42百万円の利益）となりました。 

  

（不動産賃貸・建物管理事業） 

 不動産賃貸・建物管理事業におきましては、売上高６億29百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業利益は２億

62百万円（前年同四半期比13.1％減）となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業におきましては、売上高４億47百万円（前年同四半期比13.4％増）を計上しましたが、旅館事業にお

いて景気低迷や夏季ピーク時の天候不順等の影響で集客数が伸びなかったこと等により、営業損失58百万円（前年

同四半期は66百万円の損失）となりました。 

  

 所在地別セグメント情報は、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。  

  

 なお、当社グループの主力事業である分譲マンション事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。そ

のため、マンションの竣工や引渡しのタイミングにより四半期ごとの業績に偏重が生じる傾向があります。 

  

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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 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、300億33百万円となり、前連結会計年度末比17億９百万円の減少

となりました。また、有利子負債は76億36百万円となり、前連結会計年度末比８億66百万円の減少となりました。な

お、純資産は168億55百万円となり、自己資本比率は56.1％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億83百万円増加し、71億40百

万円となりました。 

  

  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） 

 営業活動により獲得した資金は30億45百万円（前年同四半期は60百万円の収入）となりました。これは主とし

て、たな卸資産が36億71百万円減少した一方で、役員退職慰労引当金が３億48百万円減少したこと、及び法人税等

の支払額２億15百万円等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は18百万円（前年同四半期は２億６百万円の支出）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は９億44百万円（前年同四半期は17億65百万円の収入）となりました。主な収入

は、プロジェクト用地の購入のための長期借入れによる収入28億99百万円であり、主な支出は、長短借入金の返済

37億61百万円であります。 

  

 平成21年５月11日に公表しました通期業績予想を修正しております。詳細つきましては、本日、別途開示する「通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  固定資産の減価償却の算定方法は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

  

  会計処理基準に関する事項の変更 

 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、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。  

  

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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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 7,292,972 5,206,683

受取手形及び営業未収入金 432,100 514,361

有価証券 5,595 5,591

販売用不動産 8,313,963 15,015,438

仕掛販売用不動産 10,778,753 7,923,164

未成工事支出金 429,240 310,535

原材料及び貯蔵品 24,621 21,891

前渡金 11,440 11,257

繰延税金資産 315,350 292,086

その他 190,139 222,205

貸倒引当金 △2,619 △1,881

流動資産合計 27,791,556 29,521,333

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 864,295 878,694

減価償却累計額 △199,726 △184,687

建物及び構築物（純額） 664,569 694,006

土地 442,261 442,261

その他 246,640 246,632

減価償却累計額 △160,551 △153,500

その他（純額） 86,088 93,132

有形固定資産合計 1,192,919 1,229,401

無形固定資産 17,397 24,295

投資その他の資産   

投資有価証券 153,145 156,448

繰延税金資産 328,020 267,336

その他 563,433 558,416

貸倒引当金 △12,487 △14,158

投資その他の資産合計 1,032,112 968,043

固定資産合計 2,242,429 2,221,739

資産合計 30,033,986 31,743,072
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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 961,971 1,046,835

短期借入金 455,000 2,406,243

1年内返済予定の長期借入金 5,303,920 3,593,920

未払金 182,023 249,802

未払法人税等 159,453 166,264

未払消費税等 110,715 208,975

預り金 1,047,205 1,138,893

賞与引当金 185,499 93,558

その他 369,947 407,031

流動負債合計 8,775,733 9,311,523

固定負債   

長期借入金 1,841,340 2,461,800

退職給付引当金 151,758 145,024

役員退職慰労引当金 558,040 906,900

長期預り敷金保証金 1,680,199 1,772,377

長期預り金 142,868 95,932

その他 28,066 33,169

固定負債合計 4,402,271 5,415,203

負債合計 13,178,005 14,726,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,858,970 1,858,970

資本剰余金 2,345,801 2,345,801

利益剰余金 12,896,935 13,059,047

自己株式 △232,351 △232,351

株主資本合計 16,869,356 17,031,467

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,375 △15,123

評価・換算差額等合計 △13,375 △15,123

純資産合計 16,855,980 17,016,344

負債純資産合計 30,033,986 31,743,072
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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 11,997,197 12,649,797

売上原価 8,947,298 10,406,951

売上総利益 3,049,898 2,242,845

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 365,933 256,412

給料手当及び賞与 725,223 727,757

賞与引当金繰入額 214,761 179,639

退職給付費用 5,289 20,072

役員退職慰労引当金繰入額 12,400 6,840

その他 1,332,233 1,232,325

販売費及び一般管理費合計 2,655,840 2,423,047

営業利益又は営業損失（△） 394,057 △180,202

営業外収益   

受取利息 3,985 2,426

受取配当金 10,298 2,348

違約金収入 2,830 630

その他 14,896 2,632

営業外収益合計 32,010 8,037

営業外費用   

支払利息 89,124 61,854

開業費償却 39,026 －

その他 19,319 16,132

営業外費用合計 147,471 77,986

経常利益又は経常損失（△） 278,596 △250,151

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 55,600 355,700

貸倒引当金戻入額 9,000 －

特別利益合計 64,600 355,700

特別損失   

固定資産除却損 － 24,036

投資有価証券評価損 9,243 －

関係会社株式売却損 232 －

関係会社株式評価損 － 7,300

事務所移転費用 － 22,343

特別損失合計 9,475 53,680

税金等調整前四半期純利益 333,721 51,867

法人税、住民税及び事業税 185,079 221,312

法人税等調整額 419,979 △85,147

法人税等合計 605,058 136,165

四半期純損失（△） △271,336 △84,297
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,887,896 6,052,750

売上原価 4,487,344 5,064,295

売上総利益 1,400,551 988,455

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 173,965 132,537

給料手当及び賞与 297,148 309,821

賞与引当金繰入額 179,846 152,867

退職給付費用 2,543 8,889

役員退職慰労引当金繰入額 900 6,840

その他 598,245 564,593

販売費及び一般管理費合計 1,252,649 1,175,549

営業利益又は営業損失（△） 147,902 △187,093

営業外収益   

受取利息 3,038 1,029

受取配当金 1,720 1,140

違約金収入 2,610 510

その他 12,130 1,361

営業外収益合計 19,499 4,040

営業外費用   

支払利息 48,466 32,351

開業費償却 19,048 －

投資事業組合運用損 － 8,436

その他 6,600 373

営業外費用合計 74,115 41,161

経常利益又は経常損失（△） 93,286 △224,214

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 55,600 355,700

特別利益合計 55,600 355,700

特別損失   

固定資産除却損 － 22,041

投資有価証券評価損 9,243 －

関係会社株式評価損 － 7,300

事務所移転費用 － 22,343

特別損失合計 9,243 51,685

税金等調整前四半期純利益 139,643 79,799

法人税、住民税及び事業税 115,210 97,201

法人税等調整額 314,471 △70,199

法人税等合計 429,681 27,002

四半期純利益又は四半期純損失（△） △290,038 52,796
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（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利益 333,721 51,867

減価償却費 71,496 102,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,714 △931

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,436 91,941

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,394 6,734

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △104,000 △348,860

受取利息及び受取配当金 △14,283 △4,775

支払利息 89,124 61,854

固定資産除却損 － 24,036

投資有価証券評価損益（△は益） 9,243 －

関係会社株式売却損益（△は益） 232 －

関係会社株式評価損 － 7,300

売上債権の増減額（△は増加） 116,846 82,260

たな卸資産の増減額（△は増加） 623,765 3,671,765

仕入債務の増減額（△は減少） △1,090,136 △84,864

前渡金の増減額（△は増加） 550,377 △182

前受金の増減額（△は減少） △49,428 △42,878

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 5,400 △92,178

未払消費税等の増減額（△は減少） 437,506 △75,254

その他 △72,116 △129,358

小計 957,076 3,320,814

利息及び配当金の受取額 10,131 4,850

利息の支払額 △88,126 △64,435

法人税等の支払額 △819,020 △215,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,060 3,045,713

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △442,173 △28,315

有形固定資産の売却による収入 15,109 －

投資有価証券の取得による支出 △1,887 △1,996

投資有価証券の売却による収入 329,970 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△232 －

定期預金の増減額（△は増加） △145,468 △33,014

その他 37,823 45,266

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,860 △18,061

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） 2,429,005 △1,951,243

長期借入れによる収入 1,950,000 2,899,500

長期借入金の返済による支出 △2,227,590 △1,809,960

リース債務の返済による支出 － △4,860

自己株式の取得による支出 △177,500 －

配当金の支払額 △208,782 △77,811

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,765,132 △944,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,618,333 2,083,278

現金及び現金同等物の期首残高 4,697,362 5,056,951

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,315,695 7,140,230
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    該当事項はありません。 

      

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

（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） 

不動産賃貸・

建物管理事業 
（千円） 

その他事業

（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  5,529,135     312,219  46,541    5,887,896  －  5,887,896

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  48,591  3,241  51,832    (51,832)  －

  計  5,529,135  360,810  49,782  5,939,729    (51,832)  5,887,896

 営業利益又は営業損失(△)  45,128  147,338  △52,315   140,151  7,750  147,902

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・

建物管理事業 
（千円） 

その他事業

（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  5,653,912  312,101  86,737  6,052,750  －  6,052,750

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  55,058  12,550  67,609  (67,609)  －

  計  5,653,912  367,159  99,288  6,120,360    (67,609)  6,052,750

 営業利益又は営業損失(△)  △295,261  132,583  △26,513  △189,191  2,097  △187,093
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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）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売事業…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、建物管理 

その他事業………………………建築物の設計、施工、請負、不動産のリノベーション、旅館事業

２．すべての営業費用は各セグメントに配分されているため、配分不能営業費用はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第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。 

  

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・

建物管理事業 
（千円） 

その他事業

（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  10,961,653     641,394  394,149    11,997,197  －  11,997,197

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  93,733  19,116  112,849    (112,849)  －

  計  10,961,653  735,128  413,265  12,110,047    (112,849)  11,997,197

 営業利益又は営業損失(△)  142,655  302,255  △66,620   378,290  15,767  394,057

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・

建物管理事業 
（千円） 

その他事業

（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  11,573,051  629,733  447,012  12,649,797  －  12,649,797

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  115,023  16,196  131,219  (131,219)  －

  計  11,573,051  744,756  463,209  12,781,017    (131,219)  12,649,797

 営業利益又は営業損失(△)  △400,322  262,637  △58,422  △196,108  15,906  △180,202

〔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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