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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 18,659 △5.0 1,482 △27.7 1,203 △32.0 580 △35.5
21年3月期第2四半期 19,644 ― 2,049 ― 1,771 ― 899 ―

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 23.31 ―
21年3月期第2四半期 36.14 ―

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 88,663 23,166 26.1 930.60
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2四半期  23,166百万円 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

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 37,800 13.0 2,400 ― 1,200 ― 600 ― 24.10



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 
 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条件に基づいており、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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 24,893,734株 21年3月期第2四半期 24,893,766株



当第２四半期連結会計期間末におきましては、資産合計が886億63百万円、負債合計が654億96百万円、純資産合

計が231億66百万円となり、それぞれ前連結会計年度末と比較して71億13百万円の減少、76億93百万円の減少、5億

80百万円の増加となりました。 

この結果、自己資本比率は2.5ポイント上昇し、26.1%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23億10百万円減少し、108億99百万円となりました。 

当四半期連結累計期間における「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9億21百

万円を確保したことに加え、棚卸資産の減少が43億8百万円となったため、49億39百万円の資金の増加（前年同期

は54億99百万円の減少）となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、7億36百万円の資金の減少（前年同期は4億37百万円の減少）となり

ました。主たる要因は、定期預金の預入による資金の減少21億63百万円、有形固定資産の売却による資金の増加10

億16百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、65億13百万円の資金の減少（前年同期は96億58百万円の減少）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。 

  

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

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業を中心に生産水準の持ち直しによる業績の回復が見られ

た一方で、雇用・所得環境は依然として厳しく、個人消費は横ばいの状況が継続するとともに低価格選好が強まりま

した。 

   不動産市場におきましては、地価の下落傾向が鮮明となる中、住宅販売価格の実質的な引き下げが浸透した結果、

エンドユーザーの需要が回復基調に転じました。こうした実需を背景に、戸建て住宅や中古住宅同様マンション販売

が進捗し、一時１万戸を越えた首都圏マンション在庫は大きく減少しております。不動産投資市場におきましては、

居住用物件を主体とした個人投資家のニーズが顕在化する一方で、ファンド等による不動産取得につきましては依然

として活発な動きが見られない状況となっております。 

   こうした環境下、当社におきましては、一次取得者を中心とした実需向けのマンション分譲事業に集中し全社体制

での販売活動に注力いたしました。また、事業ポートフォリオ見直しの一環として、未着工のオフィス用地等およ

び固定資産に計上されている居住用賃貸物件等の売却を実施いたしました。 

   以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は186億59百万円（前年同期比5.0％減）、経常利益は12億

3百万円（前年同期比32.0％減）、四半期純利益は5億80百万円（前年同期比35.5％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２四半期連結累計期間に分譲マンション505戸を販売したこと等によ

り、売上高155億16百万円（前年同期比6.9％減）、営業利益11億63百万円（前年同期比37.4％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11億84百万円（前年同期比22.9％増）、営業利益4億6百万円（前年

同期比11.0％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） 

   不動産管理事業におきましては、売上高は19億円（前年同期比0.3％増）、営業利益1億75百万円（前年同期比

6.7％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、売上高は58百万円（前年同期比47.8％減）、営業利

益6百万円（前年同期は営業損失30百万円）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



 該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 第２四半期累計期間について、平成21年10月27日「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しております通り、

不動産業界におきましては住宅取得にかかる優遇的税制措置の拡大と販売価格低下の浸透によりきわめて良好な住宅

取得環境が整った結果、一次取得者を中心とした需要の回復が見られ、在庫調整が進んでおります。他方、商業用不

動産では、賃料の下落が契約更新とともに実現する構造から脱却できない中、価格形成が依然不透明な状態が続いて

おります。  

 こうした中、当社におきましてはいわゆるアウトレットマンションといわれる他社買取り再販案件ならびに自社開

発新規供給案件の販売が好調に推移しております。また、当初計画に見込んでいなかった未着工の開発用地（オフィ

ス用地１件、マンション用地１件）の売却が進捗するなど、前向き材料も存在しております。しかしながら一方で、

既存完成在庫（平成21年3月末現在の322戸・売価約100億円）の販売は４割強の進捗ですが、完売には今しばらく時

間がかかる可能性があり、保守的に販売計画を見直し、売上高が当初予想に比べ微減となる見通しです。  

 また、新規マンション開発用地の仕入れは平成19年3月期から実質約２年半凍結しておりましたが、①たな卸資産

が軽くなったこと②金融機関からも比較的中・小規模で回転期間の短い商品を3000万円程度の相対的に購入しやすい

価格で販売する当社ビジネスモデルの優位性を評価・理解いただきファイナンスの方向性について合意が得られたこ

とならびに③建築費が戸当たり（専有面積20坪程度）単価で1500万円程度の水準に低下し、現市場実勢でも十分訴求

力ある商品開発が見込める事業環境が整ったことから、当第３四半期より売価300億円（用地費100億円）規模の用地

取得・早期販売に向け、舵を180度転換いたしました。この結果、来期以降の契約残積上げに伴う販売コストが当初

予想に比べ5億円程度増加する見通しとなりました。以上を勘案し、通期連結業績を下記の通り修正いたします。  

（通期）  

  

  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  

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円

  38,500

百万円

 2,700

百万円

 1,500

百万円

 900

円 銭

 36.15

今回修正予想（Ｂ）   37,800  2,400  1,200  600  24.10

増減額（Ｂ－Ａ）    △700  △300  △300  △300

増減率（％）    △1.8  △11.1  △20.0  △33.3

前期実績    33,458  △17,410  △17,857  △16,135  △648.18

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）

 該当事項はありません。 

  

（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

 該当事項はありません。 

  

（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 13,066 13,960

受取手形及び売掛金 130 103

販売用不動産 10,280 11,925

仕掛販売用不動産 24,907 27,536

営業貸付金 727 807

繰延税金資産 1,195 2,935

未収還付法人税等 51 132

その他 309 651

貸倒引当金 △0 △3

流動資産合計 50,668 58,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,293 10,396

土地 23,911 24,542

建設仮勘定 － 504

その他（純額） 197 233

有形固定資産合計 34,402 35,677

無形固定資産   

特許権 11 16

ソフトウエア 93 73

その他 41 41

無形固定資産合計 146 131

投資その他の資産   

投資有価証券 663 611

繰延税金資産 1,777 310

その他 1,914 1,908

貸倒引当金 △910 △912

投資その他の資産合計 3,444 1,918

固定資産合計 37,994 37,727

資産合計 88,663 95,776



（単位：百万円）

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 5,243 6,189

短期借入金 6,060 3,960

1年内返済予定の長期借入金 43,974 38,282

未払法人税等 70 92

未払費用 164 93

前受金 451 971

賞与引当金 103 107

役員退職慰労引当金 － 18

その他 664 615

流動負債合計 56,732 50,330

固定負債   

長期借入金 7,629 21,934

退職給付引当金 85 84

役員退職慰労引当金 139 138

その他 908 702

固定負債合計 8,764 22,860

負債合計 65,496 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 15,248 14,668

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 23,153 22,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 12

評価・換算差額等合計 12 12

少数株主持分 － －

純資産合計 23,166 22,586

負債純資産合計 88,663 95,776



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 19,644 18,659

売上原価 14,538 14,243

売上総利益 5,106 4,416

販売費及び一般管理費 3,056 2,933

営業利益 2,049 1,482

営業外収益   

受取利息 50 6

違約金収入 420 353

匿名組合投資利益 87 52

その他 42 33

営業外収益合計 601 446

営業外費用   

支払利息 785 632

その他 93 92

営業外費用合計 879 725

経常利益 1,771 1,203

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 5

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 5 5

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 6

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 0 233

損害賠償金 － 46

ゴルフ会員権評価損 － 1

たな卸資産評価損 84 －

特別損失合計 85 287

税金等調整前四半期純利益 1,690 921

法人税、住民税及び事業税 693 67

法人税等調整額 97 273

法人税等合計 790 341

少数株主利益 － －

四半期純利益 899 580



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 4,978 10,773

売上原価 3,642 8,548

売上総利益 1,335 2,224

販売費及び一般管理費 1,497 1,500

営業利益又は営業損失（△） △161 723

営業外収益   

受取利息 23 2

違約金収入 412 1

匿名組合投資利益 44 27

その他 17 17

営業外収益合計 497 48

営業外費用   

支払利息 392 324

その他 32 68

営業外費用合計 424 393

経常利益又は経常損失（△） △88 379

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 1

役員賞与引当金戻入額 － 15

特別利益合計 3 16

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 6

固定資産除却損 0 －

固定資産売却損 0 233

損害賠償金 － 46

ゴルフ会員権評価損 － 1

特別損失合計 0 287

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△86 108

法人税、住民税及び事業税 49 △23

法人税等調整額 △49 30

法人税等合計 △0 6

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △86 101



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,690 921

減価償却費 171 341

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） △65 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36 －

受取利息及び受取配当金 △53 △8

匿名組合投資損益（△は益） △87 △52

支払利息 785 632

ゴルフ会員権評価損 － 1

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） 0 233

損害賠償損失 － 46

売上債権の増減額（△は増加） 732 60

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,483 4,308

その他の資産の増減額（△は増加） 197 0

未収消費税等の増減額（△は増加） 315 105

仕入債務の増減額（△は減少） △11,883 △945

その他の負債の増減額（△は減少） △624 △266

未払消費税等の増減額（△は減少） △6 68

小計 △3,303 5,420

利息及び配当金の受取額 57 41

利息の支払額 △766 △612

損害賠償金の支払額 － △46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,486 137

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,499 4,939

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 △2,163

定期預金の払戻による収入 650 747

有形固定資産の取得による支出 △363 △297

有形固定資産の売却による収入 1 1,016

無形固定資産の取得による支出 △5 △34

出資金の分配による収入 23 －

その他 3 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △437 △736



（単位：百万円）

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) 

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） △300 2,100

長期借入れによる収入 9,342 －

長期借入金の返済による支出 △17,954 △8,612

配当金の支払額 △746 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,658 △6,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,595 △2,310

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 19,946 10,899



（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） 

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） 

  

  
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  3,481  477  1,018  4,978  －  4,978

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  26  429  455 (455)  －

計  3,481  504  1,447  5,434 (455)  4,978

営業利益又は営業損失（△）  △270  229  75  33 (194)  △161

  
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 
 9,184  598  957  32  10,773 －  10,773

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  20  13  420  454 (454) － 

計  9,184  619  970  453  11,227 (454)  10,773

営業利益  584  189  75  12  862 (138)  723

  
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  16,674  964  2,006  19,644  －  19,644

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  55  571  627 (627)  －

計  16,674  1,020  2,577  20,272 (627)  19,644

営業利益  1,858  457  133  2,449 (399)  2,049



 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） 

 （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、第１四半期連結会計期間より「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２四半

期連結累計期間の「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1,894百万円、営業

利益は164百万円であります。 

  

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

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 
 15,516  1,184  1,900  58  18,659 －  18,659

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  40  26  623  690 (690) － 

計  15,516  1,225  1,926  681  19,350 (690)  18,659

営業利益  1,163  406  175  6  1,751 (269)  1,482

〔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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