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(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 5,847 △29.7 △520 ― △607 ― △1,452 ―

22年３月期第１四半期 8,323 28.5 △309 ― △579 ― △457 ―

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 △187 63 ―

22年３月期第１四半期 △59 13 ―

 (2) 連結財政状態

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 39,041 467 1.2 60 36

22年３月期 45,444 1,952 4.3 252 20

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 467百万円 22年３月期 1,952百万円

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 ― ― ―

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）
(％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) 18,200 △6.4 1,600 ― 1,400 ― 1,400 ― 180 87

通期 31,900 △23.6 1,100 △17.6 600 166.7 600 94.3 77 51



 
(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。 

 
(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。 

 

 
(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） 

 
  

  

・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ます。なお、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。 

  

・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）３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.４「その他」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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 7,747,000株 22年３月期 7,747,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,875株 22年３月期 6,875株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,740,125株 22年３月期１Ｑ 7,740,125株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、政府による緊急経済対策を始めとする政策の効果

等を起点として、緩やかな回復傾向にあり、自律的回復への基盤が整いつつあります。しかし、雇用・

所得環境においては持ち直しの動きが見られるものの、引き続き厳しい状況にあります。 

当社企業グループの属する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金融危機に

よる急激な金融及び事業環境の悪化は収束しつつあり、在庫及び販売価格調整の進行や、住宅ローン減

税拡充等の政策支援により、着工戸数及び契約率の改善が見られる等市況の回復傾向が窺えます。しか

し、雇用・所得環境に厳しさが残ることなどから市況の本格的回復にはなお時間を要するものと思われ

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月に策定いたしました「リエンジニアリン

グプラン2010」の仕上げの年として、目標達成に向け、自社販売体制・経費削減・完成在庫の削減等を

継続しております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績におきましては、売上高は、前年同四半期より2,475百

万円下回る5,847百万円（前年同四半期比29.7％減）、営業損失は、520百万円（同68.3％増）、経常損

失は、607百万円（同4.7％増）、四半期純損失は、1,452百万円（同217.3％増）となりました。 

なお、所有ビル売却による減損処理としての特別損失の発生（平成22年７月13日開示）に関しまして

は、期初計画で見込んだ保有資産の見直し計画の一環であり、通期の連結業績予想につきましては、現

時点での変更はございません。 

また、新規土地仕入れについても、立地・規模・マーケティングを見極めて取得すべく、情報の収

集・検討を行っております。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(不動産販売事業) 

住宅市場を促進するための政策支援・市場における価格調整並びに在庫減少等を要因として、首都圏

においては、一次取得者を始めとした購買意欲の持ち直しが見られ、平成22年６月の首都圏のマンショ

ン市場におきましては、新規発売戸数は、前年同期比66.6％増の5,130戸と５ヶ月連続プラスとなり、

また月間契約率も同13.7ポイント増の83.9％と好調を示す指標である70％を６ヶ月連続超えました。近

畿圏におきましても弱含みながら同様の傾向を見ることができました。（㈱不動産経済研究所調査） 

しかし、雇用・所得環境が引き続き厳しい状況下にあるため、価格面を含めた市場動向の先行きにつ

いては不透明感が残っております。 

このようななか、当第１四半期連結会計期間における竣工・引渡物件はザ・プレイス八王子（東京都

八王子市）の１棟であり、繰越在庫及び新規発売物件の販売活動に注力してまいりました。 

この結果、売上高は4,894百万円、営業損失は584百万円となりました。 

(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、ビル賃貸市場は全国規模での空室率上昇に歯止めがかからな

い状況が続き、平成22年６月末時点での空室率が首都圏（主要５区）で9.14％、広島市で14.07％、福

岡市で15.46％と高い水準で推移し、賃料水準も下落傾向が続いております。（三鬼商事㈱調査） 

このような厳しい環境のなか、不動産賃貸事業におきましては、既存テナントの確保を 重要課題と

捉え取り組んでまいりました。 

ビル管理事業におきましては、引き続き原価圧縮に努め、スポット工事受注による収益向上を図ると

ともに、効率的で機動力の高い管理業務へと展開を図りました。 

マンション管理事業におきましては、管理戸数が154戸増加し、総管理戸数8,059戸を受託いたしまし

た。 

この結果、売上高は937百万円、営業利益は194百万円となりました。 

また、スケールメリットを 大限発揮し、サービス面・管理面を専業者として特化するため体制強

化、並びに、組織運営の効率化を図るべく、ビル管理事業及びマンション管理事業を、会社分割により

当社100％子会社（セントラルライフ㈱）へ事業承継いたしました。（平成22年７月） 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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(その他) 

その他（保険代理事業）は、売上高は14百万円、営業利益は7百万円となりました。今後もマンショ

ン事業とのシナジー効果を一層強めてまいります。 

  

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べて6,403百万円減少し、39,041百万円（前期比14.1％減）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

2,928百万円減少したこと、売却する予定となった不動産の減損損失を1,244百万円計上したことにより

有形固定資産が同額減少したこと、並びに、借入金の返済及び仕入債務の決済等のため現金及び預金が

2,036百万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4,918百万円減少し、38,574百万円（前期比11.3％減）となりま

した。これは、主として借入金が2,993百万円減少したこと、支払手形及び買掛金が1,281百万円減少し

たことなどによるもので、その内容はいずれも前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期間に竣工し

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1,484百万円減少し、467百万円（前期比76.1％減）となりまし

た。これは、主として当第１四半期連結会計期間において1,452百万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。 

  

平成22年５月14日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして

は、現時点において変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適時開示してまいります。

  

(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
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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) 

当第１四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。 

(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、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。 

  

①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」等の適用) 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

前第１四半期連結会計期間においては、前第１四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

効税率を乗じて算定しておりましたが、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度より連結納税

制度を適用することとなったことから、四半期連結会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用され

る税率に基づき、年度と同様の方法によって算定しております。 

これによる四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

③表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日  内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。 

  

④追加情報 

(連結納税制度の適用) 

当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,643,803 3,680,757

受取手形及び売掛金 345,643 446,510

販売用不動産 16,146,629 18,686,035

不動産事業支出金 11,593,160 11,981,813

貯蔵品 3,062 3,189

繰延税金資産 977 7,300

その他 408,975 407,518

貸倒引当金 △792 △962

流動資産合計 30,141,459 35,212,163

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,278,167 1,541,257

機械装置及び運搬具（純額） 8,264 9,107

土地 6,902,322 7,906,227

その他（純額） 12,961 13,798

有形固定資産合計 8,201,716 9,470,390

無形固定資産 12,782 13,380

投資その他の資産

投資有価証券 290,615 328,953

繰延税金資産 98 269

その他 441,355 484,974

貸倒引当金 △46,600 △65,437

投資その他の資産合計 685,469 748,761

固定資産合計 8,899,968 10,232,532

資産合計 39,041,427 45,444,696

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,354,063 4,635,702

短期借入金 26,984,364 29,796,012

未払法人税等 3,580 23,109

賞与引当金 13,895 34,465

その他 832,046 990,736

流動負債合計 31,187,949 35,480,026

固定負債

長期借入金 4,839,200 5,020,800

繰延税金負債 14 15

再評価に係る繰延税金負債 1,344,928 1,753,417

退職給付引当金 78,879 83,056

長期預り敷金保証金 1,123,197 1,155,318

固定負債合計 7,386,220 8,012,608

負債合計 38,574,169 43,492,635

セントラル総合開発㈱(3238)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



(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)

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 △1,643,262 △786,363

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 30,870 887,769

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38,143 △5,655

土地再評価差額金 474,531 1,069,947

評価・換算差額等合計 436,388 1,064,292

純資産合計 467,258 1,952,061

負債純資産合計 39,041,427 45,444,696
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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 8,323,191 5,847,663

売上原価 7,471,928 5,652,805

売上総利益 851,263 194,857

販売費及び一般管理費 1,160,687 715,696

営業損失（△） △309,423 △520,838

営業外収益

受取利息 599 240

受取配当金 3,252 3,098

還付加算金 1,420 －

受取賃貸料 58,734 180,067

その他 46 94

営業外収益合計 64,053 183,500

営業外費用

支払利息 317,322 239,462

その他 17,169 30,566

営業外費用合計 334,491 270,028

経常損失（△） △579,862 △607,366

特別利益

貸倒引当金戻入額 869 169

投資有価証券売却益 457 －

賞与引当金戻入額 40,972 －

償却債権取立益 6,666 －

その他 3,257 3

特別利益合計 52,224 173

特別損失

減損損失 － 1,244,403

固定資産除却損 942 －

投資有価証券評価損 44,266 －

ゴルフ会員権評価損 150 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,100 －

特別損失合計 48,459 1,244,403

税金等調整前四半期純損失（△） △576,097 △1,851,596

法人税等 △118,411 △399,280

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,452,315

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △457,685 △1,452,315
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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) 

該当事項はありません。 

  

  

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) 

 
※土地再評価した資産について減損損失を計上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。 

  

  

  

  

(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 △786,363 △7,488 887,769

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額

四半期純損失 △1,452,315 △1,452,315

土地再評価差額金の取崩  ※ 595,416 595,416

当第１四半期連結会計期間末までの
変動額合計

― ― △856,899 ― △856,899

当第１四半期連結会計期間末残高 1,008,344 673,277 △1,643,262 △7,488 30,870
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