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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 27,432 △20.7 406 ― △456 ― △374 ―

21年3月期第3四半期 34,591 ― △5,614 ― △6,677 ― △6,900 ―

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 △48.38 ―

21年3月期第3四半期 △891.46 ―

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 51,152 1,308 2.6 169.09
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3四半期  1,308百万円 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  有  
 

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）

0.00 0.00

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 42,100 △17.9 1,300 ― 200 ― 280 ― 36.17
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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） 
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当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。 

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 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3四半期  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3四半期 7,740,125株 21年3月期第3四半期 7,740,126株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、各国の景気刺激政策の効果による海外経済の改善や

緊急経済対策の効果などを背景に、生産・輸出・個人消費等に一部持ち直しが続いております。しかしな

がら、企業収益の減少テンポは緩やかになっているものの大幅な減少が続き、雇用情勢も依然として厳し

い状況が続いております。更に海外景気の下振れ懸念、デフレの影響等景気を下押しするリスクがあり、

先行き不透明な状況で推移しました。 

不動産業界におきましては、一昨年のリーマンショック以降の世界経済危機による景気の収縮により急

激に経済が落ち込み、不動産市況は悪化の一途をたどりましたが、平成21年は新規供給物件数（㈱不動産

経済研究所調査）が、首都圏で36,376戸と、17年振りに4万戸割れとなり、近畿圏においても前年比13％

減の19,784戸と減少しており、依然として厳しい状況は続いております。 

 これは、分譲マンション市況の回復が不透明なため、新規供給より在庫販売に基軸を移して分譲活動を

行っていることに起因しております。 

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を採用することでの販売強化と経費削減等で、業績

回復を図ることとし、目標達成に全力を挙げて取り組みました。 

また、土地を取得し着工を控えていた物件についても、近隣分譲物件の動向を見極め、事業化できる環

境となったものから、金融機関の支援・協力のもと順次着工を行うことといたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は、前第３四半期連結累計期間

より7,158百万円下回る27,432百万円（前年同四半期比20.7％減）、営業利益は、406百万円（前年同四半

期は営業損失5,614百万円）、経常損失は、456百万円（前年同四半期比93.2％減）、四半期純損失は、

374百万円（前年同四半期比94.6％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) 

当社企業グループでは、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を採用することでの販売強化を図ること等で、目標達成に全力を挙げて取り

組みました。 

自社販売体制を強化することが、販売強化につながると同時に人材の有効利用、外注費用の削減、広告

宣伝費の効率的投入にもつながることから、７月以降は、首都圏から地方へ販売体制を強化する人事異動

を含め発令をいたしました。 

これにより、平成21年12月末現在まで、札幌＝４物件、仙台＝１物件、東京＝５物件、大阪＝７物件、

広島＝２物件、九州＝１物件の累計20物件を自社販売としております。 

首都圏ではお客様のモデルルームへの来訪も多くなり、計画販売戸数をほぼクリアできる状況に戻り、

底を打ったとの感はありますが、地方においては、お客様の来訪も徐々に回復してはいますが、首都圏と

比較するとまだまだの状況であり、一部好調物件を除くと販売に時間を要する状況は継続しております。

価格面では購入者の財布のひもも渋く、ローン設定額もできるだけ少なくという状況であり、不況感は

当面継続するものと考えられます。 

この結果、売上高は24,037百万円（前年同四半期比22.1％減）、営業損失は68百万円（同98.9％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、リーマンショック以降、各社が業績の低下によるオフィス費用

の見直しを実施し、結果として、賃貸市場も弱含みになり賃料相場は低下し、空室率も上昇しており、平

成21年12月には、５年10ヶ月ぶりに東京地区でも空室率8％台へ突入したという調査結果（三鬼商事㈱調

査）になっており、地方において空室率は10％を超え15％台へと上昇しております。 

これに伴いビル所有者のテナント獲得競争も激化し、賃料下落傾向も強まってきております。このよう

な状況の中、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柔軟に対応することによってテ

ナント流出防止に努めました。 

【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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ビル管理事業におきましては、景気回復の遅れによる管理受託先からの管理費減額要請が続きました

が、更なる原価の圧縮に努め、新規物件およびスポット工事の受注による収益の確保に努めました。 

また、マンション管理事業は、管理戸数が293戸増加し、総管理戸数7,709戸を受託いたしました。 

この結果、売上高は3,341百万円（前年同四半期比8.0％減）、営業利益は995百万円（同8.7％減）とな

りました。 

(その他の事業) 

その他の事業（保険代理事業）は、主顧客である当社分譲マンション購入者向け火災保険等の販売は引

き続き順調に推移しましたが、企業保険の取扱の減少などにより売上高は53百万円（前年同四半期比

40.6％減）、営業利益は23百万円（同48.7％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15,000百万円（前期比22.7％減）減少し、51,152百万円となりま

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11,397百

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1,385百万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14,699百万円（前期比22.8％減）減少し、49,843百万円となりまし

た。これは、主として借入金が9,114百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が5,392百万円減少したこ

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３四半期連結累計期

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301百万円（前期比18.7％減）減少し、1,308百万円となりまし

た。これは、主として当第３四半期連結累計期間において374百万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。 
  

通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期通期業績予想を

修正しております。 

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想及び配当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。 

  

  

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３四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. 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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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３四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。 

  

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。 

当連結会計年度におきましては、分譲マンション市況は持ち直しの動きが見られるものの、特に地方

の回復が遅れていること、また購入の意思決定に時間がかかること等から、売上戸数に未達分が生じて

おります。この売上戸数の計画未達分については、残り第４四半期においてこの全てを挽回して年間計

画戸数を達成するのは難しい状況となっているものと認識しております。 

このことから想定される繰越戸数を勘案し、今般今年度の通期業績予想を下方修正いたしました。 

但し、下記に示しておりますリエンジニアリングプランで計画しておりました「大幅赤字からのＶ字

回復、黒字化」については達成できるものと予想しております。 

 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。 

また、新規物件の供給に着手し、複数物件の事業化にも着手いたしました。 

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数については、前期末がピークであり、当第３四半期連結累計期間

の販売進捗は当初想定よりは遅れているものの、前期末比ではたな卸資産の圧縮を実現できておりま

す。 

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

セントラル総合開発㈱(3238)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



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 2,384,427 3,372,032

受取手形及び売掛金 703,838 2,089,077

販売用不動産 14,608,737 20,392,113

不動産事業支出金 19,614,551 25,229,937

貯蔵品 5,046 4,031

繰延税金資産 7,227 7,209

その他 724,276 1,307,635

貸倒引当金 △1,477 △4,688

流動資産合計 38,046,629 52,397,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,336,932 2,572,960

機械装置及び運搬具（純額） 10,464 16,023

土地 10,060,666 10,428,350

その他（純額） 15,525 16,870

有形固定資産合計 12,423,589 13,034,205

無形固定資産 13,978 14,347

投資その他の資産   

投資有価証券 390,200 362,725

その他 349,247 415,911

貸倒引当金 △70,875 △71,225

投資その他の資産合計 668,573 707,411

固定資産合計 13,106,140 13,755,964

資産合計 51,152,770 66,153,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,908,547 10,301,253

短期借入金 34,467,288 37,052,400

未払法人税等 20,463 17,129

賞与引当金 14,099 82,002

その他 1,432,434 1,299,412

流動負債合計 40,842,833 48,752,198

固定負債   

長期借入金 5,982,400 12,512,200

繰延税金負債 23,638 125,101

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 86,171 98,293

長期預り敷金保証金 1,155,524 1,302,039

固定負債合計 9,001,153 15,791,052

負債合計 49,843,986 64,543,250
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(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) 

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 △1,469,726 △14,519

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 204,405 1,659,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,431 △38,792

土地再評価差額金 1,069,947 △10,757

評価・換算差額等合計 1,104,378 △49,549

純資産合計 1,308,784 1,610,062

負債純資産合計 51,152,770 66,153,313

セントラル総合開発㈱(3238)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



(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 34,591,129 27,432,594

売上原価 35,302,374 23,741,362

売上総利益又は売上総損失（△） △711,244 3,691,232

販売費及び一般管理費 4,903,218 3,284,471

営業利益又は営業損失（△） △5,614,462 406,761

営業外収益   

受取利息 9,654 1,735

受取配当金 5,420 5,212

還付加算金 2,257 1,429

受取賃貸料 － 141,489

その他 4,343 520

営業外収益合計 21,675 150,387

営業外費用   

支払利息 1,070,749 925,799

その他 14,084 88,162

営業外費用合計 1,084,834 1,013,961

経常損失（△） △6,677,621 △456,812

特別利益   

固定資産売却益 103 －

投資有価証券売却益 － 457

貸倒引当金戻入額 11,169 1,210

賞与引当金戻入額 － 40,972

償却債権取立益 5,528 8,571

会員権売却益 － 6,079

その他 － 285

特別利益合計 16,801 57,578

特別損失   

固定資産売却損 － 233

固定資産除却損 3,938 1,055

投資有価証券評価損 － 68,170

会員権売却損 － 6,309

会員権処分損 － 1,500

ゴルフ会員権評価損 7,988 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 1,000

特別損失合計 11,926 78,268

税金等調整前四半期純損失（△） △6,672,746 △477,503

法人税等 227,291 △103,001

四半期純損失（△） △6,900,038 △374,502
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

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) 

 
※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３四半期連結会計期間末までの 
変動額

 四半期純損失 △374,502 △374,502

 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３四半期連結会計期間末までの 
変動額合計

― ― △1,455,206 △0 △1,455,206

当第３四半期連結会計期間末残高 1,008,344 673,277 △1,469,726 △7,488 204,405

6. その他の情報
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