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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成22年３月期第３四半期の業績（平成21年４月１日～平成21年12月31日）

 (1) 経営成績(累計)

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 6,377 6.2 136 ― △26 ― △27 ―

21年３月期第３四半期 6,005 ― △122 ― △345 ― △256 ―

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 △1,416 53 ―

21年３月期第３四半期 △13,016 86 ―

 (2) 財政状態

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 5,964 593 10.0 30,263 97

21年３月期 8,400 621 7.4 31,680 50

(参考) 自己資本 22年３月期第３四半期 593百万円 21年３月期 621百万円

2. 配当の状況

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

22年３月期 ― ― ―

22年３月期(予想) 250 00 250 00

3. 平成22年３月期の業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 8,000 13.0 330 ― 100 ― 50 ― 2,548 42



 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料及び添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に

影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要

因により大きく異なる場合があります。業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項の詳細については、5ペー

ジ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

  [(注) 詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(2) 四半期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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

22年3月期第3四半期 19,672株 21年3月期 19,672株

22年3月期第3四半期 52株 21年3月期 52株

22年3月期第3四半期 19,620株 21年3月期第3四半期 19,667株



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、引き続き景気が低迷する中、個人消費や輸出等の一部に

持ち直しの兆しが見られたものの、企業収益や雇用環境は厳しい状況が続いており、内閣府が平成21年11

月20日に発表した月例経済報告では「デフレ宣言」が発せられるなど、更なる景気の下振れ懸念も払拭で

きておりません。 

当不動産業界におきましては、不動産経済研究所が平成22年１月19日に発表した平成21年の首都圏マン

ション新規発売戸数は前年比16.8％減の36,376戸となり、17年ぶりに年間発売戸数が４万戸を下回りまし

た。平成22年１月29日に国土交通省が発表した建築着工統計調査報告においても、新築マンションの着工

戸数は平成21年は１月以降12ヶ月連続して前年同月比マイナスで、平成21年の年間着工戸数は前年比

58.0％減になるなど、新築マンション供給戸数の回復の兆しは見られません。 

不動産経済研究所の発表によると、平成21年における首都圏新規発売マンションの平均価格は前年比

5.0％下落の4,535万円と価格面ではまだ回復の兆しは見られないものの、初月契約率の年間平均値は

69.7％と前年比7.0ポイント上昇、年末時点の在庫戸数も7,389戸と前年比41％減少するなど、価格に値ご

ろ感があれば、購入者の購買意欲は回復しつつあるように見受けられます。 

また、財団法人東日本不動産流通機構が平成22年１月12日に発表した中古マンションに関するレポート

によると、首都圏の中古マンションの成約戸数は平成21年３月から12月まで10ヶ月連続して前年同月比増

加が続いており、平成21年の年間の成約戸数は31,183戸と、平成20年の28,744戸を8.5％上回りました。 

このような環境の中、当社は引き続き実需の根強い比較的低価格帯の戸別リニューアルマンションの仕

入販売に努めました。また、５月から販売を行っている新築マンション買取り再販業務の「ラ・アトレ湘

南藤沢」の販売も順調に進捗しました。 

  

当社の主な事業における第３四半期累計期間における事業部門の業績を示すと、次の通りであります。

  

（１）売上高 

不動産販売事業の売上実績は、以下の通りとなっております。 

（ⅰ）新築不動産販売部門では、ａ）デベロップメント業務において、新築マンション「ラ・アトレ中

青木」（埼玉県川口市）７戸完売、「ラ・アトレ西新宿」（東京都渋谷区）３戸、ｂ）ランドプロジェク

ト業務においては「吉祥寺南町ランドＰＪ」（東京都武蔵野市）２区画、「等々力１丁目ランドＰＪ」

（東京都世田谷区）１区画、「市川市大洲土地」（千葉県市川市）１区画完売、ｃ）新築マンション販売

業務においては「インプレスト東浦和」（埼玉県川口市）１戸完売、「ロイヤルガーデン本八幡ブランシ

ャトー」（千葉県市川市）３戸完売、「ラ・アトレ湘南藤沢」（神奈川県藤沢市）51戸を引き渡すことで

売上高2,359百万円となり、前年同四半期と比べ483百万円（17.0％減）の減少となりました。 

また（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）リニューアルマンション販売業務においてリニューアルマン

ションを93戸、ｂ）リノベーション分譲業務においてラ・アトレ玉川瀬田1戸、ラ・アトレ目黒三田1棟完

売、ｃ）インベストメントプロジェクト業務において自由が丘プロジェクト1棟完売したことにより売上

高3,596百万円となり、前年同四半期と比べ1,207百万円（50.5％増）の増加となりました。 

 以上の結果、不動産販売事業における売上高は5,956百万円、前年同四半期と比べ723百万円（13.8％

増）の増加となりました。 

 不動産管理事業部門では、資産圧縮の一環として賃貸中販売用不動産（藤和下永谷ホームズ等）、収

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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益用固定資産（ＶＩＬＬＡ ＦＵＫＩ、岩本町ビル）との販売を積極的に進めた結果、売上高399百万円

となり、前年同四半期と比べ129百万円（24.5％減）の減少となりました。 

なお、事業部門別売上高の概況は以下の通りです。 
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（２）営業利益 

当社の現在の主力事業である新築マンション販売業務、リニューアルマンション販売業務に注力すると

ともに、販管費の圧縮に努めました。販管費は前年同四半期（804百万円）に比べ31.8％減の548百万円ま

で圧縮することができました。その結果、営業利益は136百万円（前年同四半期は122百万円の損失）とな

りました。 

  

（３）経常損失 

支払利息132百万円を中心に営業外費用が163百万円となった結果、経常損失は26百万円（同345百万円

の損失）となりました。 

  

（４）四半期純損失 

固定資産売却損2百万円、賞与引当金戻入益1百万円の計上の結果、四半期純損失は27百万円（同256百

万円の損失）となりました。 

  

  

  

（1）財政状態の変動状況 

当第３四半期末の総資産は前事業年度末に比べ、2,436百万円減少し、5,964百万円となりました。これ

は在庫不動産の圧縮に努めた結果、販売用不動産が1,863百万円、仕掛不動産が362百万円それぞれ減少し

たこと、一部の固定資産を売却したこと等により有形固定資産が235百万円減少したこと等によるもので

あります。 

また、当第３四半期末の負債合計は前事業年度末に比べ2,408百万円減少し、5,370百万円となりまし

た。これは短期借入金が486百万円、一年内返済予定の長期借入金が1,634百万円、長期借入金が305百万

円、それぞれ減少したことが主な原因です。 

当第３四半期末の純資産合計は四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことにより、前事業年

度末に比べ27百万円減少の593百万円となりました。 

事業部門別売上高の概況 （単位：千円）

事業部門
前第３四半期累計期間
（自 平成20年４月1日 
至 平成20年12月31日）

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

構成比 前年同四半
期比

不動産販売事業 5,232,195 5,956,021 93.4% 13.8%増

（新築不動産） 2,842,915 2,359,567 37.0% 17.0%減

（再生不動産） 2,389,279 3,596,454 56.4% 50.5%増

不動産管理事業 528,561 399,135 6.3% 24.5%減

ゴルフ会員権事業 147,621 1,132 0.0% 99.2%減

その他事業 97,439 21,334 0.3% 78.1%減

合計 6,005,817 6,377,624 100.0% 6.2%増

2. 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 

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ53百万円増加し、362百万円となりました。当第３四半期

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。 

ａ.営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失27百万円、たな卸資産の減少2,225百万円

等により2,398百万円の資金獲得となり前年同四半期と比べ726百万円（43.5％増）資金獲得額が増加しま

した。 

  

ｂ.投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により170百万円の資金獲得

となり、前年同四半期と比べ１百万円（1.0％減）の資金獲得額が減少いたしました。 

  

ｃ.財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入220百万円、短期借入金の減少486百万

円、長期借入金の返済による支出2,159百万円等により、2,515百万円の資金流出となり、前年同四半期と

比べ資金獲得額が443百万円の増加となりました。 

  

  

平成22年３月期第２四半期決算短信にも記載の通り、当社は在庫物件の処分を積極的に進めたことによ

り、経常損益がマイナスになっております。 

しかしながら、戸別リニューアルマンション販売及び新築マンション買取り再販業務は概ね順調に推移

しているため、現在のところ前期決算発表時（平成21年５月15日）に公表した平成22年３月期通期の業績

予想につきましては変更はありません。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第3四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

2.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。 

3.固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業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。 

4.法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

㈱ラ・アトレ(8885)　平成22年３月期　第３四半期決算短信



１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  389,847 ※2  331,241

受取手形及び売掛金 8,345 17,108

有価証券 1,997 1,997

販売用不動産 ※2  2,715,491 ※2  4,578,762

仕掛不動産 － ※2  362,395

その他 58,335 80,755

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 3,173,118 5,371,360

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  1,110,158 ※2  1,225,296

土地 ※2  1,577,925 ※2  1,696,072

その他 10,714 13,097

有形固定資産合計 ※1  2,698,798 ※1  2,934,467

無形固定資産 5,806 7,380

投資その他の資産 79,828 79,400

固定資産合計 2,784,433 3,021,247

繰延資産 6,508 7,847

資産合計 5,964,060 8,400,455

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  359,089 106,858

短期借入金 ※2  1,059,368 ※2  1,545,925

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,220,136 ※2  2,854,289

未払法人税等 257 1,715

引当金 1,800 3,600

その他 ※2  360,234 ※2  288,973

流動負債合計 3,000,886 4,801,362

固定負債   

社債 ※2  162,500 ※2  387,500

長期借入金 ※2  1,971,789 ※2  2,277,589

引当金 21,511 20,353

その他 213,593 292,078

固定負債合計 2,369,394 2,977,521

負債合計 5,370,280 7,778,884

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,515 319,515

資本剰余金 263,813 263,813

利益剰余金 12,057 39,850

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 593,779 621,571

純資産合計 593,779 621,571

負債純資産合計 5,964,060 8,400,455
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 6,005,817 6,377,624

売上原価 5,324,355 5,692,542

売上総利益 681,461 685,081

販売費及び一般管理費 ※1  804,385 ※1  548,844

営業利益又は営業損失（△） △122,923 136,237

営業外収益   

受取利息 1,366 89

受取配当金 144 78

受取補償金 3,436 －

違約金収入 1,810 －

その他 933 741

営業外収益合計 7,692 908

営業外費用   

支払利息 196,824 132,271

支払手数料 29,015 26,564

その他 4,033 5,081

営業外費用合計 229,874 163,917

経常損失（△） △345,105 △26,771

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 1,650

特別利益合計 － 1,650

特別損失   

固定資産売却損 － 2,453

関係会社整理損 975 －

特別損失合計 975 2,453

税引前四半期純損失（△） △346,081 △27,574

法人税、住民税及び事業税 397 217

法人税等調整額 △90,476 －

法人税等合計 △90,078 217

四半期純損失（△） △256,002 △27,792
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,467,682 2,047,749

売上原価 2,110,746 1,871,273

売上総利益 356,935 176,476

販売費及び一般管理費 ※1  258,974 ※1  165,532

営業利益 97,961 10,944

営業外収益   

受取利息 222 13

受取補償金 1,680 －

違約金収入 1,810 －

その他 488 399

営業外収益合計 4,201 412

営業外費用   

支払利息 58,326 37,961

支払手数料 8,262 7,599

その他 1,828 2,164

営業外費用合計 68,417 47,725

経常利益又は経常損失（△） 33,744 △36,368

特別損失   

関係会社整理損 975 －

特別損失合計 975 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 32,768 △36,368

法人税、住民税及び事業税 132 △47

法人税等調整額 51,914 －

法人税等合計 52,047 △47

四半期純損失（△） △19,278 △36,321
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △346,081 △27,574

減価償却費 31,570 40,963

貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 886 1,158

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,400 △1,800

受取利息及び受取配当金 △1,511 △161

支払利息 187,216 125,804

社債利息 9,608 6,466

支払手数料 26,890 26,564

有形固定資産売却損益（△は益） － 2,453

社債発行費償却 1,504 1,338

売上債権の増減額（△は増加） △12,453 8,762

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,297,384 2,225,666

仕入債務の増減額（△は減少） △237,176 252,230

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,357 12,637

その他 52,979 △143,174

小計 1,975,259 2,531,336

利息及び配当金の受取額 1,512 162

利息の支払額 △191,265 △126,879

支払手数料の支払額 △4,010 △5,970

法人税等の支払額 △109,926 △530

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,671,570 2,398,118

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 △57,041 －

定期預金の払戻による収入 178,750 －

積立預金の預入による支出 △50,173 △15,500

積立預金の払戻による収入 96,319 4,500

関係会社の整理による収入 3,124 －

有形固定資産の取得による支出 △5,374 △1,284

有形固定資産の売却による収入 － 195,668

貸付けによる支出 △300 △2,900

貸付金の回収による収入 755 811

子会社出資金の払込による支出 － △10,000

その他 6,409 △557

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,470 170,737

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） △1,115,545 △486,556

長期借入れによる収入 30,000 220,000

長期借入金の返済による支出 △1,751,866 △2,159,953

社債の償還による支出 △95,000 △85,000

配当金の支払額 △24,366 △58

自己株式の取得による支出 △1,607 －

リース債務の返済による支出 － △3,480

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,958,384 △2,515,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,114,343 53,806

現金及び現金同等物の期首残高 1,293,148 308,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  178,804 ※1  362,247
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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該当事項はありません。 

  

(5) 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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不動産販売事業における当第３四半期までの契約進捗状況 

  

 
  

 
  

 
  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. その他の情報

(1) 契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） （単位：千円）

前第３四半期 当第３四半期

平成21年３月期 第３四半期 平成22年３月期 第３四半期
（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日） （自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日）

契約高 契約残高 契約高 契約残高
5,361,745 228,858 5,932,794 349,757

※ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(2) 契約進捗率 （単位：千円）

当第３四半期 売上計上分 5,956,021
当第３四半期 契約済売上計上予定分 349,757

合 計 6,305,779

（単位：千円）

不動産販売事業における売上予定 売上計上分進捗率 契約済売上予定分
（売上計上分含）進捗率

事業年度末 7,440,000 80.1% 84.8%

※ 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約
時から引渡し時の間で、契約内容に変更等が生じた場合、実際の売上計上金額
と差異が出る可能性があります。
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