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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 25,260 △7.7 4,696 △16.1 4,662 △17.3 2,608 △13.8
21年3月期第3四半期 27,361 ― 5,596 ― 5,640 ― 3,025 ―

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3四半期 35,272.93 ―
21年3月期第3四半期 40,944.57 40,924.63

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3四半期 33,522 19,999 59.7 270,484.03
21年3月期 29,382 17,758 60.4 240,167.97

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  19,999百万円 21年3月期  17,758百万円

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 ― 5,000.00 5,000.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5,000.00 5,000.00

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  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 31,893 0.0 4,792 △11.3 4,699 △14.1 2,623 △6.8 35,478.90
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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 
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。 

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3四半期 73,940株 21年3月期  73,940株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 73,940株 21年3月期第3四半期 73,897株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国政府による経済政策の実施を背景として、一部に持ち直

しがみられるものの、円高の進行によりデフレ圧力が強まっていること、雇用情勢の悪化により個人消費が抑制さ

れていること等から、企業の収益環境は全体的に厳しく、先行きは依然として不透明であります。 

当不動産業界におきましては、住宅ローン減税政策が実施されたこと、及び不動産価格が下落基調にて推移した

ことから、適正価格で販売している顧客のニーズに合致したマンションについては、底堅い需要が見込まれており

ます。 

また、金融機関及び機関投資家の投融資姿勢は、依然として慎重であるため、不動産市場の流動性は依然として

低迷しておりますが、資金力のある企業は、このような状況を好機と捉え、積極的に開発用地を取得し始めており

ます。 

このような状況におきまして、当社グループは、横浜市西区にて「プレサンスロジェ横濱TENNŌCHŌ」（総戸数

180戸）の分譲を開始する等、ブランド力の強化を図るとともに、来期以降の収益を確保するために、健全な財務

基盤を活かして、積極的に開発用地を取得しております。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高25,260百万円（前年同期比7.7％減）、営業利益

4,696百万円（前年同期比16.1％減）、経常利益4,662百万円（前年同期比17.3％減）、四半期純利益2,608百万円

（前年同期比13.8％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、ワンルームマンション「プレサンスシリーズ」のプレサンス梅田北パワーゲ

ート（総戸数55戸）等の販売が順調に推移いたしました。その結果、ワンルームマンション売上高12,434百万円

（761戸）、ファミリーマンション売上高2,086百万円（76戸）、シニア向けマンション売上高5,366百万円（167

戸）、一棟販売売上高2,500百万円（208戸）、その他不動産販売事業収入1,978百万円（65戸）となり、不動産

販売事業の合計売上高は24,366百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は4,610百万円（前年同期比17.0％減）

となりました。 

（その他事業） 

その他事業におきましては、自社保有物件が堅調に稼働いたしました。その結果、その他事業の売上高は894

百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益は352百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 

   

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて3,359百万円増加し、28,870

百万円（前期末比13.2％増）となりました。その主な要因は、積極的に開発用地を取得したこと等により、た

な卸資産が3,216百万円増加したことであります。 

（固定資産）  

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて781百万円増加し、4,651百万

円（前期末比20.2％増）となりました。その主な要因は、自社保有の賃貸不動産であるスーパーコートＪＲ奈

良駅前が完成したこと等により賃貸不動産が1,248百万円増加したこと、建設仮勘定が474百万円減少したこと

であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて1,899百万円増加し、13,523百万

円（前期末比16.3％増）となりました。その主な要因は、積極的に開発用地を取得したことにより、借入金が

2,942百万円増加したこと、法人税等の支払により未払法人税等が930百万円減少したことであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて2,241百万円増加し、19,999百

万円（前期末比12.6％増）となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上等に伴い、利益剰余金が

2,238百万円増加したことであります。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況  

当第３四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）は、前連結会計年度末と

比べ682百万円増加し、5,587百万円となりました。 

当第３四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1,004百万円（前年同期は5,524百万円の増加）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益が4,659百万円となったこと、たな卸資産が2,606百万円増加したこ

と、法人税等を2,901百万円支払ったこと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） 

投資活動の結果、減少した資金は886百万円（前年同期は414百万円の減少）となりました。 

これは主に、自社保有の賃貸不動産であるスーパーコートＪＲ奈良駅前の開発費用等を887百万円支払った

ことによるものであります。 

（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2,572百万円（前年同期は2,897百万円の減少）となりました。 

これは主に、積極的に開発用地を取得したことに伴い、金融機関からの借入金が2,942百万円増加したこと

及び配当金を369百万円支払ったことによるものであります。   

  

当社グループの主力事業であるマンション販売事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されるため、四半期

ごとに当社グループの業績を見た場合、物件の引渡し時期に伴い業績に偏重が生じる傾向があります。なお、当第

３四半期連結累計期間の業績は、順調に推移しており、現時点においては平成21年５月８日発表の連結業績予想に

変更はございません。 

  

該当事項はありません。   

   

① 簡便な会計処理 

（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。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する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の適用 

（法人税等の計上基準） 

税金費用については、当第３四半期連結累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。  

   

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

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,587,072 4,904,599

受取手形及び売掛金 38,940 47,362

販売用不動産 7,131,011 3,914,742

仕掛販売用不動産 15,434,523 16,044,679

原材料及び貯蔵品 4,155 2,013

その他 675,200 598,162

流動資産合計 28,870,904 25,511,560

固定資産   

有形固定資産   

賃貸不動産（純額） 3,621,188 2,372,836

建設仮勘定 354,053 828,253

その他（純額） 182,940 194,618

有形固定資産合計 4,158,182 3,395,708

無形固定資産 1,733 1,991

投資その他の資産 491,929 472,894

固定資産合計 4,651,845 3,870,594

資産合計 33,522,750 29,382,155

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 360,966 368,910

短期借入金 － 250,000

1年内返済予定の長期借入金 6,453,600 3,500,000

未払法人税等 743,817 1,673,989

前受金 869,355 793,451

賞与引当金 17,453 35,690

その他 563,030 742,806

流動負債合計 9,008,223 7,364,847

固定負債   

長期借入金 4,283,400 4,045,000

役員退職慰労引当金 231,538 214,288

固定負債合計 4,514,938 4,259,288

負債合計 13,523,161 11,624,135

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,123,854 1,123,854

資本剰余金 1,053,854 1,053,854

利益剰余金 17,818,691 15,580,310

株主資本合計 19,996,400 17,758,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,188 －

評価・換算差額等合計 3,188 －

純資産合計 19,999,589 17,758,019

負債純資産合計 33,522,750 29,382,155
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 (2) 四半期連結損益計算書 
 (第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 27,361,466 25,260,875

売上原価 18,725,309 17,330,926

売上総利益 8,636,157 7,929,948

販売費及び一般管理費 3,039,702 3,232,978

営業利益 5,596,455 4,696,970

営業外収益   

受取利息 2,840 1,330

受取配当金 5,196 83

違約金収入 103,658 46,145

負ののれん償却額 2,794 －

その他 25,420 9,163

営業外収益合計 139,909 56,723

営業外費用   

支払利息 92,295 91,611

その他 4,000 －

営業外費用合計 96,295 91,611

経常利益 5,640,069 4,662,081

特別損失   

固定資産売却損 － 317

減損損失 94,042 －

固定資産除却損 944 2,290

投資有価証券評価損 174,966 －

特別損失合計 269,954 2,608

税金等調整前四半期純利益 5,370,115 4,659,473

法人税等 2,344,434 2,051,393

四半期純利益 3,025,680 2,608,080
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,370,115 4,659,473

減価償却費 62,562 120,674

減損損失 94,042 －

のれん償却額 41,031 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,095 △18,237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,877 17,250

負ののれん償却額 △2,794 －

受取利息及び受取配当金 △8,036 △1,414

支払利息 92,295 91,611

有形固定資産売却損益（△は益） － 317

有形固定資産除却損 944 2,290

投資有価証券評価損益（△は益） 174,966 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,530,350 △2,606,112

仕入債務の増減額（△は減少） △620,090 △7,943

前受金の増減額（△は減少） △2,253,626 75,904

未払消費税等の増減額（△は減少） 297,311 △197,716

未収消費税等の増減額（△は増加） 139,191 △111,829

その他 921,986 △40,069

小計 7,854,033 1,984,198

利息及び配当金の受取額 8,174 1,527

利息の支払額 △83,981 △88,065

法人税等の支払額 △2,253,470 △2,901,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,524,755 △1,004,191

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 △346,191 △887,078

有形固定資産の売却による収入 － 1,972

無形固定資産の取得による支出 △864 －

投資有価証券の取得による支出 △67,251 △966

投資活動によるキャッシュ・フロー △414,307 △886,072

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） △1,050,000 △250,000

長期借入れによる収入 2,080,000 5,460,000

長期借入金の返済による支出 △3,563,200 △2,268,000

株式の発行による収入 3,456 －

配当金の支払額 △367,887 △369,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,897,631 2,572,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,212,817 682,473

現金及び現金同等物の期首残高 4,083,463 4,904,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,296,280 5,587,072
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 該当事項はありません。 

  

  前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)       （単位：千円） 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）       (単位：千円） 

（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 …… マンションの販売、販売委託、マンション販売に附随する業務 

その他事業   …… 不動産賃貸・仲介・管理、損害保険代理業、マンションの内装工事等   

  

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

 （自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

 （自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高  26,546,242  815,224  27,361,466 ―  27,361,466

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計  26,546,242  815,224  27,361,466 ―  27,361,466

営業利益  5,552,138  333,922  5,886,060  (289,605)  5,596,455

  不動産販売事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 24,366,549 894,326 25,260,875 ― 25,260,875

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 24,366,549 894,326 25,260,875 ― 25,260,875

営業利益 4,610,394  352,003 4,962,398  (265,428) 4,696,970

【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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(1) 受注の状況 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１．本表におきまして「受注高」は「契約高」と読み替えております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。 

４．一棟販売とは、マンション一棟を一括して他社及び個人に販売する方法であります。 

５．「その他不動産」には、中古物件等を含めております。 

６．「その他事業」については、該当事項はありません。 

７．前連結会計年度より四半期決算短信を開示しておりますので、前第３四半期連結累計期間につきましては、

前年同期比を記載しておりません。  

  

６．その他の情報

事業 

契約高 契約残高 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

ワンルーム 

マンション 
   558  － 9,599,516  －  169  －  3,097,400  －

ファミリー 

マンション  
 3  －  217,154  －    －  －  －  －

シニア向け 

マンション  
 108  －  3,587,377  －  98  －  3,278,500  －

一棟販売  279  －  3,288,462  －  288  －  3,401,675  －

その他不動産  70  －  1,811,951  －  29  －  725,259  －

不動産 

 販売事業 
    1,018  －  18,504,462  －  584  －  10,502,835  －

事業 

契約高 契約残高 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

ワンルーム 

マンション 
   560  100.4  8,767,628  91.3  135  79.9  2,153,117  69.5

ファミリー 

マンション  
 189  6,300.0  6,267,234  2,886.1  115  －  4,256,582  －

シニア向け 

マンション  
 165  152.8  5,226,395  145.7  54  55.1  1,695,800  51.7

一棟販売  182  65.2  1,955,667  59.5  293  101.7  3,292,362  96.8

その他不動産   57  81.4  1,610,539  88.9  4  13.8  100,086  13.8

不動産 

 販売事業 
 1,153  113.3  23,827,464  128.8  601  102.9  11,497,947  109.5
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(2) 販売の状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。 

３．一棟販売とは、マンション一棟を一括して他社及び個人に販売する方法であります。 

４．「不動産販売事業」における「その他不動産」には、中古物件等を含めております。  

５．前連結会計年度より四半期決算短信を開示しておりますので、前第３四半期連結累計期間につきましては、

前年同期比を記載しておりません。  

  

事業の種類
別セグメン
トの名称 

区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

  当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

数量
（戸） 

前年 
同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比 
（％） 

数量
（戸）

前年 
同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比 
（％） 

不動産販売 

事業  

ワンルーム 

マンション 
 694  －    12,161,216  －    761  109.7    12,434,211  102.2

ファミリー 

マンション 
 63  －    2,390,754  －    76  120.6    2,086,652  87.3

シニア向け 

マンション 
   275  －  7,793,177  －    167  60.7    5,366,995  68.9

一棟販売    213  －    2,639,008  －    208  97.7    2,500,277  94.7

その他不動産    87  －    1,562,085  －    65  74.7    1,978,413  126.7

小計    1,332  － 26,546,242  －    1,277  95.9    24,366,549  91.8

その他事業 －  －  －  815,224  －  －  －    894,326  109.7

合計 －  1,332  －  27,361,466  －  1,277  95.9  25,260,875  92.3
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