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

 (1) 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 1,542 △9.6 48 ― 5 ― 5 ―

22年３月期第１四半期 1,706 35.5 △18 ― △84 ― △87 ―

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 263.35 ―

22年３月期第１四半期 △4,437.46 ―

 (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

23年３月期第１四半期 5,489 638 11.6 32,531.27

22年３月期 6,057 633 10.5 32,267.92

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 638百万円 22年３月期 633百万円

2. 配当の状況

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 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0 00 ― 250 00 250 00

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

(％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) 3,000 △30.7 114 △9.0 31 233.0 31 263.5 1,580.02

通期 6,400 △20.3 204 △6.0 50 296.2 50 333.8 2,548.42



 
（注）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の有無となります。 

 

 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 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おりま

す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.5 「2．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 19,672株 22年３月期 19,672株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 52株 22年３月期 52株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,620株 22年３月期１Ｑ 19,620株
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当業界におきましては、平成22年４月の分譲マンションの新設着工戸数は前年同月比35.8％増で16ヶ月

ぶりに前年同期比プラスに転じましたが、５月には再び前年同月比31.5％減となり、一進一退の様相を呈

しております。 

不動産経済研究所発表の首都圏新築マンション発売戸数は、平成22年４月から６月の合計が12,123戸と

なり、前年同四半期の9,229戸と比較すると31.4％の増加となりました。契約率も４月79.9％、５月

77.0％、６月83.9％と引き続き高水準を維持しております。 

中古マンションにつきましては、財団法人東日本不動産流通機構のレポートによると、平成22年４月か

ら６月の首都圏の中古マンションの成約戸数は7,555戸と、前年同四半期の8,049戸と比較して6.1％減と

なりました。また、中古マンションを取巻く環境として、平成22年６月18日に閣議決定された政府の「新

成長戦略」のなかで中古住宅の流通・リフォーム市場の拡大が謳われ、現在４兆円の中古住宅市場、６兆

円のリフォーム市場を、2020年にはそれぞれ２倍の８兆円、12兆円まで拡大させる目標が示されたこと

は、中古リノベーションマンションの普及に追い風になるものと思われます。 

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ノベーションマンションの

仕入販売に努めました。また、平成21年５月から販売していた新築マンション買取再販業務の「ラ・アト

レ湘南藤沢」が完売したことにより、社内体制もよりいっそう中古に注力できる体制を構築いたしまし

た。 

その結果、当事業年度の売上高及び損益に関わる業績は次の通りであります。 

  

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・アトレ西新

宿」（東京都渋谷区）６戸、b）新築マンション販売業務においては「ラ・アトレ湘南藤沢」（神奈川県

藤沢市）６戸を引き渡すことで売上高396百万円となり、前年同四半期比211百万円（34.8％減）の減少と

なり、セグメント利益は17百万円となりました。 

また（ⅱ）再生不動産販売部門では、戸別リノベーションマンション販売業務においてリノベーション

マンションを36戸引き渡すことで売上高1,022百万円となり、前年同四半期比78百万円（8.4％増）の増加

となり、セグメント利益は48百万円となりました。 

以上の結果、不動産販売事業における売上高は1,418百万円、前年同四半期比132百万円（8.6％減）の

減少となりました。 

不動産管理事業部門では、前期より資産圧縮の一環として収益用固定資産の販売を積極的に進めたこと

と、賃貸中販売用不動産の入居者の退去による販売商品化の結果、売上高117百万円となり、前年同四半

期比27百万円（19.2％減）の減少となり、セグメント利益は40百万円となりました。 

なお、セグメント別売上高の概況は以下の通りであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

①売上高

セグメント別売上高の概況 （単位：千円）

セグメント
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）

当第１四半期累計期間
（自 平成22年４月1日 
至 平成22年６月30日）

構成比 前年同四半
期比

不動産販売事業 1,551,840 1,418,956 92.0% 8.6％減
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当社の現在の主力事業である戸別リノベーションマンション販売業務に注力するとともに、前期より進

めている販管費の圧縮にも更に努めました。販管費は前年同四半期（191百万円）に比べ17.5％減の158百

万円まで圧縮することが出来ました。その結果、営業利益は48百万円（前年同四半期は18百万円の損失）

となりました。 

  

支払利息36百万円を中心に営業外費用が47百万円となった結果、経常利益は5百万円（前年同四半期は

84百万円の損失）となりました。 

  

上記経常利益を受け四半期純利益は5百万円（前年同四半期は87百万円の損失）となりました。 

  

  

  

  

当第１四半期末の総資産は前事業年度末に比べ568百万円減少し、5,489百万円となりました。これは

在庫不動産の圧縮に努めた結果、販売用不動産が386百万円減少したこと等によるものであります。 

また、当第１四半期末の負債合計は前事業年度末に比べ573百万円減少し、4,850百万円となりまし

た。これは短期借入金が165百万円、一年内償還予定の社債が200百万円、 １年内返済予定の長期借入

金が77百万円、長期借入金が88百万円、それぞれ減少したことが主な原因です。 

当第１四半期末の純資産合計は四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことに伴い、前事業

年度末と比べ5百万円増加し、638百万円となりました。 

  

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ159百万円減少し、173百万円となりました。当第１四半

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。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益5百万円、たな卸資産の減少386百万円等

により385百万円の資金獲得となり前年同四半期と比べ426百万円（52.5％減）資金獲得額が減少いたし

ました。 

（新築不動産） 608,277 396,595 25.7% 34.8％減

（再生不動産） 943,563 1,022,360 66.3% 8.4％増

不動産管理事業 145,343 117,419 7.6% 19.2％減

その他 8,819 5,639 0.4% 36.1％減

合計 1,706,002 1,542,015 100.0% 9.6％減

②営業利益

③経常利益

④四半期純利益

(2) 財政状態に関する定性的情報

 ①財政状態の変動状況

 ②キャッシュ・フローの状況

 a）営業活動によるキャッシュ・フロー
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投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付けによる支出等により0百万円の資金流出となり、前年

同四半期と比べ180百万円資金獲得額が減少いたしました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少165百万円、長期借入金の返済による支出

205百万円、社債の償還による支出212百万円等により545百万円の資金流出となり、前年同四半期と比

べ資金流出額が613百万円減少いたしました。 

  

  

  

  

平成23年３月期業績予想につきましては、現時点で概ね計画通りに進捗しており、決算発表時（平成

22年５月14日）に公表した数値は修正しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 b）投資活動によるキャッシュ・フロー

 c）財務活動によるキャッシュ・フロー

(3) 業績予想に関する定性的情報
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当第１四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。 

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。 

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。 

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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「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。 

 当第１四半期会計期間において、損益に影響を与える資産除去債務はありません。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

１.一般債権の貸倒見積高の算定方法

２.たな卸資産の評価方法

３.固定資産の減価償却費の算定方法

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

㈱ラ・アトレ(8885)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

-5-



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  180,961 ※2  337,591

売掛金 8,769 7,887

有価証券 1,999 1,998

販売用不動産 ※2  2,475,379 ※2  2,861,826

その他 60,872 71,219

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 2,727,081 3,279,623

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  1,085,966 ※2  1,097,955

土地 ※2  1,577,925 ※2  1,577,925

その他 9,153 9,920

有形固定資産合計 ※1  2,673,045 ※1  2,685,801

無形固定資産 4,845 5,281

投資その他の資産 78,550 80,489

固定資産合計 2,756,441 2,771,572

繰延資産 5,697 6,102

資産合計 5,489,221 6,057,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  282,119 ※2  320,572

短期借入金 ※2  1,165,925 ※2  1,331,725

1年内返済予定の長期借入金 ※2  932,031 ※2  1,009,753

未払法人税等 896 635

引当金 5,400 3,600

その他 141,352 326,120

流動負債合計 2,527,724 2,992,407

固定負債   

社債 ※2  150,000 ※2  162,500

長期借入金 ※2  1,939,177 ※2  2,027,232

引当金 21,929 22,124

その他 212,125 219,938

固定負債合計 2,323,233 2,431,795

負債合計 4,850,957 5,424,202
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

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 56,542 51,375

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 638,263 633,096

純資産合計 638,263 633,096

負債純資産合計 5,489,221 6,057,299
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(2) 四半期損益計算書 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,706,002 1,542,015

売上原価 1,532,387 1,335,417

売上総利益 173,614 206,597

販売費及び一般管理費 ※1  191,846 ※1  158,230

営業利益 △18,231 48,367

営業外収益   

受取利息 23 15

受取配当金 18 19

その他 116 4,662

営業外収益合計 157 4,698

営業外費用   

支払利息 53,587 35,200

支払手数料 11,200 8,071

その他 1,614 4,553

営業外費用合計 66,403 47,825

経常利益又は経常損失（△） △84,476 5,239

特別損失   

固定資産売却損 2,453 －

特別損失合計 2,453 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △86,930 5,239

法人税、住民税及び事業税 132 72

法人税等合計 132 72

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87,063 5,166
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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) 

当第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△86,930 5,239

減価償却費 13,956 13,192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 206 △194

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,800 1,800

受取利息及び受取配当金 △39 △34

支払利息 51,301 35,200

社債利息 2,286 937

支払手数料 11,200 8,071

有形固定資産売却損益（△は益） 2,453 －

社債発行費償却 460 405

売上債権の増減額（△は増加） 7,722 △881

たな卸資産の増減額（△は増加） 843,891 386,446

仕入債務の増減額（△は減少） 12,713 △38,453

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,910 △6,766

その他 △1,292 19,338

小計 872,640 424,301

利息及び配当金の受取額 38 33

利息の支払額 △54,565 △37,177

支払手数料の支払額 △5,970 △1,386

法人税等の支払額 △265 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 811,878 385,745

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 － △20,000

定期預金の払戻による収入 － 20,000

積立預金の預入による支出 △5,400 △5,700

積立預金の払戻による収入 － 8,400

有形固定資産の取得による支出 △642 －

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 △1,800

貸付金の回収による収入 86 167

子会社出資金の払込による支出 △10,000 －

その他 442 △1,501

投資活動によるキャッシュ・フロー 179,854 △434
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（単位：千円）

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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） △139,575 △165,800

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 △975,380 △205,777

社債の償還による支出 △42,500 △212,500

配当金の支払額 △36 △4

リース債務の返済による支出 △1,160 △1,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,158,651 △545,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,918 △159,930

現金及び現金同等物の期首残高 308,441 333,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  141,522 ※1  173,361
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（単位：千円）

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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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） △139,575 △165,800

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 △975,380 △205,777

社債の償還による支出 △42,500 △212,500

配当金の支払額 △36 △4

リース債務の返済による支出 △1,160 △1,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,158,651 △545,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,918 △159,930

現金及び現金同等物の期首残高 308,441 333,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  141,522 ※1  173,361
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当第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

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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(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社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。 

 当社は事業部門、管理部門を基礎とした事業区分別セグメントから構成されており、「新築不動産販売

部門」、「再生不動産販売部門」及び「不動産管理事業部門」の3つを報告セグメントとしております。 

 「新築不動産販売部門」は、新築マンション買取再販業務、デベロップメント業務、ランドプロジェク

ト業務における仕入、販売を主に行っております。「再生不動産販売部門」は、戸別リノベーションマン

ション販売業務、一棟リノベーション分譲業務、インベストメントプロジェクト業務における仕入、内

装、販売を主に行っております。「不動産管理事業部門」は、固定資産として保有する不動産の賃貸管

理、販売用不動産として所有する転売前物件のテナント等の賃貸管理、オーナーから借り上げたマンショ

ンのサブリース、オーナーから管理委託を受けた賃貸管理代行を主に行っております。 

  

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１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事

業、損害保険の代理店事業等を含んでおります。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産販

売部門
再生不動産販

売部門
不動産管理事

業部門
計

売上高

  外部顧客への売上高 396,595 1,022,360 117,419 1,536,375 5,639 1,542,015

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － － －

計 396,595 1,022,360 117,419 1,536,375 5,639 1,542,015

セグメント利益又は損失
（△）

17,556 48,423 40,828 106,808 △4,646 102,161

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 106,808

「その他」の区分の損失（△） △4,646
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(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。 

  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

全社費用(注) △96,921

四半期損益計算書の経常利益 5,239
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当第１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

(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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4. 補足情報

（1）受注及び販売の状況

①不動産販売事業における当第1四半期までの契約進捗状況

(ⅰ)契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） （単位：千円）

前第1四半期 当第1四半期

平成22年３月期 第1四半期 平成23年３月期 第1四半期
（自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日） （自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日）

契約高 契約残高 契約高 契約残高
2,448,614 1,269,758 1,761,150 495,946

(注) 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

（ⅱ）契約進捗率 （単位：千円）

当第1四半期 売上計上分 1,418,956
当第1四半期 契約済売上計上予定分 495,946

合 計 1,914,903

（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 6,440,000 22.0% 29.7%

(注)1 上記の金額には、消費税は含まれておりません。
2 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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