
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

      

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

      平成22年８月４日

上場会社名 株式会社エフ・ジェー・ネクスト 上場取引所  東 

コード番号 8935 ＵＲＬ  http://www.fjnext.com 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）肥田 幸春 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役経営企画室長兼総務部長 （氏名）小池 一朗 （ＴＥＬ）  03（6733）7711 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  4,408  △33.2  △212  －  △237  －  △280  －

22年３月期第１四半期  6,597  8.0  6  △97.2  △25  －  △137  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △18  04  －      

22年３月期第１四半期  △8  81  －

  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 

23年３月期第１四半期  25,672  15,240  59.4  979  26

22年３月期  27,569  15,609  56.6  1,003  00

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 15,240百万円 22年３月期 15,609百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        5 00 －      5 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  5 00 －      5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  11,430  △9.6  △440  －  △500  －  △600  －  △38  55

通期  28,270  14.4  1,580  －  1,430  －  760  －  48  83



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規        －社         除外       －社  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  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、[添付資料]３ページ「１．当四半期の連結

業績等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」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 16,098,250株 22年３月期 16,098,250株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 535,400株 22年３月期 535,400株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,562,850株 22年３月期１Ｑ 15,562,850株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の緊急経済対策の効果などを背景に、景気は自律

的回復への基盤が整いつつありますが、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念やデフレの影響などに加え、国

内失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況のうちに推移しております。 

 不動産業界におきましては、首都圏のマンション契約率が改善するなど、底入れの兆しが出ており、平成22年

上半期（１～６月）の首都圏におけるマンションの新規供給戸数は２万171戸、前年同期の１万5,888戸に比べて

27.0％の増加(株式会社不動産経済研究所調べ）となり、マンション市況は需給ともに回復基調にあると考えられ

ます。 

 当社グループの主要事業領域である資産運用型分譲マンション市場におきましては、安定したインカムゲイン

が期待できる金融商品としての認知度の向上や、職住近接を目的とした都心指向などを背景に、底堅い需要がみ

られるものの、景気低迷の長期化懸念の影響から投資に対する慎重姿勢は継続しており、力強さに欠ける状況が

続いております。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、首都圏において、資産運用として多彩なメリットを提供する

「ガーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、顧客サポート体制の充実、ブランド力の強化を図ってまい

りました。また、中古マンション売買の拡充、ファミリーマンションの開発・販売にも積極的に取り組むととも

に、販売費及び一般管理費の削減を進め、グループ企業価値の向上に全力を尽くしてまいりました。 

 こうした結果、当第１四半期連結累計期間は、売上高44億８百万円（前年同四半期比33.2％減）、営業損失２

億12百万円（前年同四半期は６百万円の利益）、経常損失２億37百万円（前年同四半期は25百万円の損失）、四

半期純損失２億80百万円（前年同四半期は１億37百万円の損失）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（不動産開発事業） 

 不動産開発事業におきましては、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開するととも

に、中古マンション60戸を販売した結果、ワンルームマンション売上高30億40百万円（166戸）、ファミリーマン

ション売上高２億67百万円（８戸）、その他収入７億３百万円となり、不動産開発事業の合計売上高は40億10百

万円となりましたが、新規供給物件の利益率が低かったこと等により、セグメント損失３億26百万円となりまし

た。 

  

（不動産管理事業）  

 不動産管理事業は、新規物件の管理受注の増加等により、売上高３億19百万円、セグメント利益１億30百万円

となりました。 

  

（建設事業）  

 建設事業は、売上高10百万円、セグメント損失21百万円となりました。 

  

（旅館事業） 

 旅館事業は、来客数は前年同四半期に比べ増加傾向にあり、売上高67百万円となりましたが、コストを完全に

吸収するには至らず、セグメント損失19百万円となりました。 

 なお、当社グループの主力事業である不動産開発事業は、顧客への物件引渡しをもって売上が計上されます。そ

のため、物件の竣工や引渡しのタイミングにより四半期ごとの業績に偏重が生じる傾向があります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、256億72百万円となり、前連結会計年度末比18億96百万円の減

少となりました。また、有利子負債は60億56百万円となり、前連結会計年度末比８億60百万円の減少となりまし

た。なお、純資産は152億40百万円となり、自己資本比率は59.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億24百万円減少し、72億

73百万円となりました。 

  

 当第１四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） 

 営業活動により支出した資金は３億68百万円（前年同四半期は６億41百万円の収入）となりました。主な収入

は、たな卸資産の減少額６億35百万円であり、主な支出は、税金等調整前四半期純損失２億41百万円、仕入債務の

減少額３億20百万円、未払消費税等の減少額１億63百万円、及び法人税等の支払額１億50百万円等であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により支出した資金は24百万円（前年同四半期は25百万円の支出）となりました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は９億31百万円（前年同四半期は２億46百万円の支出）となりました。主な収入

は、事業用地の購入資金対応のための長期借入による収入６億21百万円であり、主な支出は、長期借入金の返済14

億80百万円等であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は、概ね計画通りに推移しているため、平成23年３月期の業績予想につきましては、

平成22年５月11日発表の業績予想に変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,426,676 8,751,069

受取手形及び営業未収入金 401,375 452,583

有価証券 5,599 5,598

販売用不動産 6,006,614 6,765,375

仕掛販売用不動産 9,332,474 9,249,030

未成工事支出金 34,155 207

原材料及び貯蔵品 10,365 18,471

前渡金 35,304 19,190

繰延税金資産 286,443 277,761

その他 284,654 210,057

貸倒引当金 △2,253 △2,415

流動資産合計 23,821,409 25,746,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 826,294 819,507

減価償却累計額 △243,045 △229,563

建物及び構築物（純額） 583,248 589,943

土地 389,857 389,857

建設仮勘定 － 2,519

その他 223,495 222,135

減価償却累計額 △172,891 △169,489

その他（純額） 50,604 52,646

有形固定資産合計 1,023,710 1,034,967

無形固定資産 10,344 10,500

投資その他の資産   

投資有価証券 133,202 142,991

繰延税金資産 9,848 10,286

その他 686,143 636,083

貸倒引当金 △11,945 △12,115

投資その他の資産合計 817,248 777,245

固定資産合計 1,851,304 1,822,713

資産合計 25,672,713 27,569,643
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 200,121 520,967

1年内返済予定の長期借入金 2,940,000 3,955,000

未払金 169,263 185,502

未払法人税等 50,457 83,983

預り金 1,104,482 1,155,659

賞与引当金 30,903 99,055

その他 319,571 443,203

流動負債合計 4,814,798 6,443,371

固定負債   

長期借入金 3,086,900 2,930,000

退職給付引当金 179,286 172,499

役員退職慰労引当金 571,260 564,870

長期預り敷金保証金 1,631,440 1,694,906

長期預り金 128,554 131,443

その他 20,412 22,963

固定負債合計 5,617,853 5,516,682

負債合計 10,432,651 11,960,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,858,970 1,858,970

資本剰余金 2,345,801 2,345,801

利益剰余金 11,299,195 11,657,817

自己株式 △232,351 △232,351

株主資本合計 15,271,615 15,630,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,553 △20,648

評価・換算差額等合計 △31,553 △20,648

純資産合計 15,240,062 15,609,589

負債純資産合計 25,672,713 27,569,643
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,597,046 4,408,376

売上原価 5,342,656 3,519,777

売上総利益 1,254,390 888,599

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 123,874 81,902

給料手当及び賞与 417,935 423,746

賞与引当金繰入額 26,772 28,294

退職給付費用 11,183 10,689

役員退職慰労引当金繰入額 － 6,390

その他 667,732 550,025

販売費及び一般管理費合計 1,247,498 1,101,047

営業利益又は営業損失（△） 6,891 △212,447

営業外収益   

受取利息 1,397 802

受取配当金 1,208 1,674

違約金収入 120 540

貸倒引当金戻入額 808 －

その他 463 2,602

営業外収益合計 3,997 5,619

営業外費用   

支払利息 29,502 30,461

その他 7,322 237

営業外費用合計 36,825 30,699

経常損失（△） △25,936 △237,527

特別損失   

固定資産除却損 1,995 33

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,933

特別損失合計 1,995 3,966

税金等調整前四半期純損失（△） △27,931 △241,493

法人税、住民税及び事業税 124,110 47,558

法人税等調整額 △14,948 △8,244

法人税等合計 109,162 39,314

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △280,808

四半期純損失（△） △137,093 △280,808
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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損失（△） △27,931 △241,493

減価償却費 52,173 32,234

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,933

貸倒引当金の増減額（△は減少） △808 △332

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,744 △68,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 6,787

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 6,390

受取利息及び受取配当金 △2,605 △2,476

支払利息 29,502 30,461

固定資産除却損 1,995 33

売上債権の増減額（△は増加） △136,522 51,208

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,925,552 635,134

仕入債務の増減額（△は減少） △711,008 △320,846

前渡金の増減額（△は増加） △30,182 △16,114

前受金の増減額（△は減少） △122,442 48,502

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △59,397 △63,465

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,128 △163,979

その他 91,739 △127,047

小計 894,198 △189,223

利息及び配当金の受取額 2,620 2,485

利息の支払額 △27,427 △31,129

法人税等の支払額 △227,424 △150,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 641,966 △368,604

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 △5,529 △8,210

投資有価証券の取得による支出 △1,097 △1,115

定期預金の増減額（△は増加） △16,530 △15,144

その他 △2,200 △458

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,357 △24,927

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） △1,348,433 －

長期借入れによる収入 1,779,500 621,900

長期借入金の返済による支出 △606,230 △1,480,000

リース債務の返済による支出 △2,430 △2,430

配当金の支払額 △69,222 △70,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △246,815 △931,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 369,792 △1,324,535

現金及び現金同等物の期首残高 5,056,951 8,598,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,426,744 7,273,672
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 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第１四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売事業…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、建物管理 

その他事業………………………建築物の設計、施工、請負、不動産のリノベーション、旅館事業 

２．すべての営業費用は各セグメントに配分されているため、配分不能営業費用はありません。 

３．すべての資産は各セグメントに配分されているため、全社資産はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

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

  

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高がないため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

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・

建物管理事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,919,138  317,632  360,275  6,597,046  －  6,597,046

(2）

 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  59,965  3,645  63,610  (63,610)  －

  計  5,919,138  377,597  363,921  6,660,657    (63,610)  6,597,046

 営業利益又は営業損失(△)  △105,060  130,053  △31,909  △6,917  13,809  6,891
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社及び株式会社エフ・ジェー不動産販売が「不動産開発事業」、株式会社エフ・ジェー・コミュニティが

「不動産管理事業」、株式会社レジテックコーポレーションが「建設事業」、当社及びＦＪリゾートマネジメン

ト株式会社が「旅館事業」を行っており、この４つを報告セグメントとしております。 

 「不動産開発事業」は、主に首都圏におけるワンルームマンション及びファミリーマンションの開発・販売・

仲介・賃貸、並びに伊豆地域における不動産事業を行っております。「不動産管理事業」は、主にマンション区

分所有者から賃貸管理、及び管理組合から建物管理の請負業務を行っております。「建設事業」は、マンション

等建築物の設計・施工・検査・リノベーションを行っております。「旅館事業」は、静岡県伊東市の温泉旅館

「伊東遊季亭」の運営を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：千円）

 （注）１. セグメント利益又はセグメント損失の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、 

      たな卸資産及び固定資産の調整額 千円が含まれております。 

    ２. セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

調整額 
（注）１  

四半期連結

損益計算書 
計上額  

（注）２ 

不動産 
開発事業 

不動産

管理事業 
建設事業 旅館事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  4,010,736 319,838 10,282 67,519  4,408,376  － 4,408,376

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 － 60,160 168,354 2,238  230,752  △230,752 －

計  4,010,736 379,999 178,636 69,757  4,639,129  △230,752 4,408,376

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △326,470 130,946  △21,834  △19,342  △236,701  24,253  △212,447

24,253 6,000

18,253

（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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