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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 19,454 △14.3 67 ― △519 ― △417 ―

21年3月期第2四半期 22,694 ― △5,650 ― △6,375 ― △6,590 ―

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 △53.98 ―

21年3月期第2四半期 △851.50 ―

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 53,449 1,233 2.3 159.42
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2四半期  1,233百万円 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

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）

― ― ―

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  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

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あ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2四半期 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2四半期  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2四半期 7,740,125株 21年3月期第2四半期 7,740,126株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、国際的な景気刺激策の実施等により、昨秋以降の世

界的な金融危機及び経済環境の悪化にも、ようやく底入れ感が感じられ、個人消費についても、政府によ

る減税政策の実施等もあり一部持ち直しの動きが見られますが、生産活動が極めて低い水準であるため失

業率が高水準にあります。当面は、雇用情勢の一層の悪化も懸念され、景気の回復にはまだまだ時間を要

するものと認識しております。 

不動産業界におきましては、新設住宅着工件数の減少等総じて厳しい環境下にあります。しかし、政府

の経済対策による住宅ローン減税の効果、販売価格の調整の進展等を背景に、一次取得者層を中心とした

潜在的な住宅購入意欲は首都圏においては回復の手ごたえがありますが、地方圏におきましては市況の回

復には至っておりません。 

このような事業環境下、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による販売強化と経費削減を強力に推進すること

で、売上数量こそ上記環境の影響で当初計画に比し下振れいたしましたが、損益面では当初予想どおりの

成果を得ることができました。 

一方、既存物件の販売推進のみならず、新規物件の供給にも着手しており、当第２四半期連結累計期間

において金融機関の協力も得て、複数物件について新規に着工することを決定いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は、前第２四半期連結累計期間

より3,239百万円下回る19,454百万円（前年同四半期比14.3％減）、営業利益は、67百万円（前年同四半

期は営業損失5,650百万円）、経常損失は、519百万円（前年同四半期比91.8％減）、四半期純損失は、

417百万円（同93.7％減）となりましたが、通期の連結業績予想における第２四半期連結累計期間業績目

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) 

不動産販売事業におきましては、当社主力事業の分譲マンション市場は、販売価格の見直し、住宅ロー

ン減税制度の改正等によりマンション購入者のマインドにも変化の兆しが見えつつあり、低水準ではあり

ますが首都圏の発売戸数にようやく回復基調がみられ、契約率も５月以降は、好調の目安となる７割前後

が続いております。しかし、近畿圏を始めとする地方におきましては、厳しい状況が継続しており、回復

基調が首都圏以外に波及するにはもう少し時間を要するものと思われます。 

このようななかで、当社企業グループはセンターフォート（神奈川県横浜市鶴見区）、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）、クレアシティ田川ソルシオ（大阪府大阪市淀川区）、クレアコート牛田本町

（広島県広島市東区）、クレアコート六本松プレミアム（福岡県福岡市中央区）の６棟等490戸を販売い

たしました。 

この結果、売上高は17,137百万円（前年同四半期比14.9％減）、営業損失は224百万円（同96.2％減）

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、賃貸市場は景気後退懸念からテナントのコスト削減意識は強

く、首都圏のオフィスビルの平均空室率は上昇し続けており、これに伴い賃料下落傾向も歯止めのかから

ない状況が続いております。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、テナント企業の

ニーズに迅速・柔軟に対応することでテナントの確保に努めました。 

ビル管理事業におきましては、管理業務受託先からの受託単価減額要請が続きましたが原価の圧縮に努

め、更に新規物件の受注とスポット工事の受注により収益の向上を図りました。 

また、マンション管理事業は、管理戸数が146戸増加し、総管理戸数7,562戸を受託いたしました。 

この結果、売上高は2,274百万円（前年同四半期比8.5％減）、営業利益は667百万円（同8.0％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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(その他の事業) 

その他の事業（保険事業）は、当社分譲マンション購入者向け火災保険等の販売が引き続き順調に推移

したものの、企業保険及び団体扱い保険においては大幅減収となりました。この結果、売上高は43百万円

（前年同四半期比38.8％減）、営業利益は20百万円（同49.4％減）となりました。 

  

  
(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べて12,703百万円（前期比19.2％減）減少し、53,449百万円となりま

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9,770百

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1,278百万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12,327百万円（前期比19.1％減）減少し、52,215百万円となりまし

た。これは、主として借入金が5,770百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が6,499百万円減少したこ

となどによるもので、その内容はいずれも前第３・第４四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期

間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376百万円（前期比23.4％減）減少し、1,233百万円となりまし

た。これは、主として当第２四半期連結累計期間において417百万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２四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２四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。 

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
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度においては、個人所得の低下や100年に一度と言われる経済危機による影響により、

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は、販売期間の長期化、値引販売等による

損失及び、たな卸資産の評価を行ったことにより経常損失等を計上する結果となりました。 

当第２四半期連結累計期間におきましては、経常損失を計上しておりますが通期の連結業績予想にお

ける第２四半期利益目標に対しては予想どおりの成果を得ることができました。 

当社では業績回復達成のため、平成20年11月「リエンジニアリングプラン2010」を策定し、積極的に

事業を推進しております。 

同施策の主なものは下記のとおりであります。 

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従来販売会社に委託しておりましたが、自社販売体制を拡充しており

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。 

在庫につきましては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。 

また、新規物件の供給にも着手し、複数物件においては新規着工することを決定いたしました。 

②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第２四半期連結累計期間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。 

(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

(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 2,425,329 3,372,032

受取手形及び売掛金 810,589 2,089,077

販売用不動産 12,371,684 20,392,113

不動産事業支出金 23,476,754 25,229,937

貯蔵品 6,763 4,031

繰延税金資産 7,225 7,209

その他 734,296 1,307,635

貸倒引当金 △1,679 △4,688

流動資産合計 39,830,964 52,397,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,509,099 2,572,960

機械装置及び運搬具（純額） 13,052 16,023

土地 10,428,350 10,428,350

その他（純額） 16,934 16,870

有形固定資産合計 12,967,435 13,034,205

無形固定資産 14,908 14,347

投資その他の資産   

投資有価証券 348,178 362,725

その他 358,914 415,911

貸倒引当金 △70,925 △71,225

投資その他の資産合計 636,167 707,411

固定資産合計 13,618,511 13,755,964

資産合計 53,449,476 66,153,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,801,940 10,301,253

短期借入金 37,785,100 37,052,400

未払法人税等 21,693 17,129

賞与引当金 82,746 82,002

その他 1,511,815 1,299,412

流動負債合計 43,203,296 48,752,198

固定負債   

長期借入金 6,009,000 12,512,200

繰延税金負債 2,056 125,101

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 90,771 98,293

長期預り敷金保証金 1,156,945 1,302,039

固定負債合計 9,012,191 15,791,052

負債合計 52,215,487 64,543,250
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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) 

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 △1,513,061 △14,519

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 161,070 1,659,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,970 △38,792

土地再評価差額金 1,069,947 △10,757

評価・換算差額等合計 1,072,917 △49,549

純資産合計 1,233,988 1,610,062

負債純資産合計 53,449,476 66,153,313
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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 22,694,128 19,454,656

売上原価 24,979,150 16,940,536

売上総利益又は売上総損失（△） △2,285,021 2,514,119

販売費及び一般管理費 3,365,867 2,446,773

営業利益又は営業損失（△） △5,650,889 67,345

営業外収益   

受取利息 7,758 1,351

受取配当金 3,393 3,252

還付加算金 2,242 1,429

受取賃貸料 － 118,017

その他 1,467 499

営業外収益合計 14,862 124,549

営業外費用   

支払利息 725,811 633,840

その他 14,082 77,745

営業外費用合計 739,893 711,585

経常損失（△） △6,375,919 △519,690

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,164 1,008

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 － 8,571

会員権売却益 － 6,079

その他 － 285

特別利益合計 10,164 57,376

特別損失   

固定資産除却損 3,337 942

投資有価証券評価損 － 57,148

会員権売却損 － 6,309

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 1,050

特別損失合計 3,337 65,450

税金等調整前四半期純損失（△） △6,369,091 △527,765

法人税等 221,680 △109,928

四半期純損失（△） △6,590,772 △417,836
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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) 

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) 

 
※平成21年９月に土地再評価した資産を売却したことに伴う土地再評価差額金からの振替によるものであります。 

  

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

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,008,344 673,277 △14,519 △7,488 1,659,612

当第２四半期連結会計期間末までの 
変動額

 四半期純損失 △417,836 △417,836

 自己株式の取得 △0 △0

 土地再評価差額金の取崩 ※ △1,080,704 △1,080,704

当第２四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

― ― △1,498,541 △0 △1,498,541

当第２四半期連結会計期間末残高 1,008,344 673,277 △1,513,061 △7,488 161,070

6. その他の情報
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