
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 セントラル総合開発株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3238 URL http://www.central-gd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 福本 統一

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 田村 徹 TEL 03-3239-3611
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12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 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （証券アナリスト向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 16,970 △12.8 1,422 ― 1,232 ― 583 ―

22年3月期第2四半期 19,454 △14.3 67 ― △519 ― △417 ―

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2四半期 75.33 ―

22年3月期第2四半期 △53.98 ―

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2四半期 31,274 2,498 8.0 322.79
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2四半期  2,498百万円 22年3月期  1,952百万円

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  

   平成23年３月期の期末配当予想金額は、未定であります。 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 32,500 △22.2 1,500 12.4 1,000 344.6 400 29.5 51.67



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。 

※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）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「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q  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2Q  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2Q  7,740,125株 22年3月期2Q  7,740,125株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、金融危機と世界同時不況による企業の設備投資の

落ち込み、雇用環境の悪化や個人消費の低迷等厳しい状況に対応した各国政府による緊急経済対策の効

果や好調なアジア諸国の経済環境の改善等を背景に、緩やかに回復しつつありましたが、政策効果の弱

まりと海外経済の減速や為替円高により、持ち直しのペースが鈍化し先行きの不透明感が強まってお

り、生産や個人消費の落ち込みが懸念されております。 

当社企業グループの属する不動産業界におきましては、過去 大の住宅ローン減税、生前贈与の非課

税枠の拡大などの税制措置、住宅エコポイント制度の導入等住宅の取得やリフォームに関する政府の各

種政策の実施、借入金利の一段の低下、在庫や価格の調整が進んだこと等を追い風に、着工件数及び契

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、いまだに雇用・所得環境の厳しさが残

るなか、住宅投資への本格的回復が明確化するには時間を要するものと思われます。 

このような事業環境下、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

げの年度として、下記の諸施策を推進・達成してまいりました。 

①当年度末目標在庫数必達のため、自社販売による在庫物件の販売促進に努め、着実に在庫圧縮の成果

を挙げております。また、実績を積み重ねることで自社販売体制も確固たるものにしてまいりまし

た。 

②財務体質強化のため、保有資産の見直しを行い、販売用不動産に加え一部固定資産について売却を行

いました。これは販売用不動産の圧縮と併せて総資産の圧縮による有利子負債の削減を実現すること

で、資産、負債、資本のバランスを回復し、将来のキャッシュ・フローを安定化させる観点から実施

したものであります。 

③ビル管理事業及びマンション管理事業につきましては、平成22年７月会社分割(簡易吸収分割)によ

り、子会社セントラルライフ株式会社へ一本化し、より効率的に機動力の高い管理事業に転換するこ

とを図りました。加えて、フロント業務を始めとするお客様へのサービスの質を高め、スケールメリ

ットを生かした事業展開を推進してまいります。 

この結果、当第２四半期連結累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2,484百

万円下回る16,970百万円（前年同四半期比12.8％減）、営業利益は、1,422百万円（前年同四半期営業

利益67百万円）、経常利益は、1,232百万円（前年同四半期は経常損失519百万円）、四半期純利益は、

583百万円（前年同四半期は四半期純損失417百万円）となりました。 

なお、特別損失として所有ビル売却に伴う減損処理を行いました。これは、保有資産見直しによる財

務体質強化の一環であります。 

  

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) 

在庫や価格の調整が進んだこと等を背景に分譲マンション市場は回復傾向にあり、平成22年度上期

（４～９月期）の首都圏の新規発売戸数は前年同期比24.5％増の21,702戸となり、５年ぶりに前年実績

を上回りました。初月契約率も好調の目安とされる70％を９ヶ月連続で上回りました。近畿圏におきま

しても発売戸数が11,306戸と同31.3％増加し、３年ぶりにプラスとなりました。（㈱不動産経済研究所

調査） 

当社企業グループにおきましても、自社販売物件が通算24棟目に入り自社販売体制自体確固なものと

なってきており、販売努力が功を奏し在庫圧縮が計画どおり進捗しております。 

新規用地仕入れにつきましては、取引銀行のご協力を得て具体的案件に着手しております。また、仕

入済未着工プロジェクトも順次着手しております。 

販売については、LED照明等を採用するなど環境配慮型マンションを商品化するなど、市場のニーズ

を的確に捉えた商品企画を展開しております。 

この結果、売上高は15,238百万円、営業利益は1,476百万円となりました。 

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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(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、賃貸市場はオフィスビルにおいて依然として空室率の上昇に

歯止めのかからない状況が続いており、これに伴いテナント獲得競争は激化し、賃料下落傾向も強まっ

てきております。このような状況のなか、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

柔軟に対応するべく努めました。 

なお、当社100％子会社であるセントラルライフ株式会社に、平成22年７月会社分割（簡易吸収分

割）で分割承継したビル管理事業及びマンション管理事業におきましては、事業運営の効率化を図り、

さらなる原価圧縮に努めました。 

ビル管理事業におきましては、新規物件及びスポット工事の受注による収益の向上を図ります。 

また、マンション管理事業におきましては、管理戸数が196戸増加し、総管理戸数8,101戸を受託し、

今後もマンション管理事業として専門性の高いサービスの提供を図ってまいります。 

この結果、売上高は1,706百万円、営業利益は268百万円となりました。 

(その他) 

その他（保険代理事業）は、売上高は24百万円、営業利益は9百万円となりました。マンション事業

と連携し販売力を強化してまいります。 

  

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べて14,170百万円減少し、31,274百万円（前期比31.2％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等に努めた結果、たな卸資産が

7,420百万円減少したこと、有形固定資産の売却等により4,565百万円減少したこと、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1,772百万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14,716百万円減少し、28,775百万円（前期比33.8％減）となりま

した。これは、主として賃貸事業収益等に関連した固定資産等の資産を譲渡したことにより借入金が

9,840百万円、再評価に係る繰延税金負債が634百万円、長期預り敷金保証金が664百万円減少したこ

と、並びに当第２四半期連結累計期間に竣工した物件等に対する支払手形及び買掛金が3,408百万円減

少したことなどによるものであります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて546百万円増加し、2,498百万円（前期比28.0％増）となりまし

た。これは、主として当第２四半期連結累計期間において583百万円の四半期純利益を計上し利益剰余

金が増加したことなどによるものであります。 

  

平成23年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成22年11月５日に発表いたしました「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(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２四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) 

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。 

(「企業結合に関する会計基準」等の適用) 

当第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「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）、「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しており

ます。 

  

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２四半期連結累計期間においては、前第２四半期連結累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２四半期連結累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、課税所得に対応する税金費用の算出を合理的かつ正確に行う

ため、四半期連結累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利益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）に基づく財務諸表

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２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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) 

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。 

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,908,217 3,680,757

受取手形及び売掛金 311,052 446,510

販売用不動産 13,163,987 18,686,035

不動産事業支出金 10,082,181 11,981,813

貯蔵品 4,850 3,189

繰延税金資産 3,410 7,300

その他 293,043 407,518

貸倒引当金 △1,131 △962

流動資産合計 25,765,613 35,212,163

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 636,199 1,541,257

機械装置及び運搬具（純額） 7,185 9,107

土地 4,256,227 7,906,227

その他（純額） 5,424 13,798

有形固定資産合計 4,905,037 9,470,390

無形固定資産 12,184 13,380

投資その他の資産

投資有価証券 171,750 328,953

繰延税金資産 118 269

その他 466,138 484,974

貸倒引当金 △46,600 △65,437

投資その他の資産合計 591,408 748,761

固定資産合計 5,508,630 10,232,532

資産合計 31,274,243 45,444,696

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,950 4,635,702

短期借入金 22,268,900 29,796,012

未払法人税等 26,406 23,109

賞与引当金 34,242 34,465

その他 826,525 990,736

流動負債合計 24,383,024 35,480,026

固定負債

長期借入金 2,707,600 5,020,800

繰延税金負債 13 15

再評価に係る繰延税金負債 1,119,059 1,753,417

退職給付引当金 74,836 83,056

長期預り敷金保証金 491,260 1,155,318

固定負債合計 4,392,769 8,012,608

負債合計 28,775,793 43,492,635
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 481,104 △786,363

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 2,155,236 887,769

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △42,330 △5,655

土地再評価差額金 385,543 1,069,947

評価・換算差額等合計 343,212 1,064,292

純資産合計 2,498,449 1,952,061

負債純資産合計 31,274,243 45,444,696
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 19,454,656 16,970,081

売上原価 16,940,536 14,006,877

売上総利益 2,514,119 2,963,203

販売費及び一般管理費 2,446,773 1,541,025

営業利益 67,345 1,422,177

営業外収益

受取利息 1,351 671

受取配当金 3,252 4,246

還付加算金 1,429 －

受取賃貸料 118,017 425,950

その他 499 661

営業外収益合計 124,549 431,530

営業外費用

支払利息 633,840 445,616

その他 77,745 175,634

営業外費用合計 711,585 621,251

経常利益又は経常損失（△） △519,690 1,232,456

特別利益

固定資産売却益 － 967

貸倒引当金戻入額 1,008 －

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 8,571 －

会員権売却益 6,079 －

その他 285 3

特別利益合計 57,376 971

特別損失

減損損失 － 1,244,403

固定資産除却損 942 54

投資有価証券評価損 57,148 14,677

会員権売却損 6,309 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,050 －

訴訟関連損失 － 7,890

特別損失合計 65,450 1,267,026

税金等調整前四半期純損失（△） △527,765 △33,597

法人税等 △109,928 △616,661

少数株主損益調整前四半期純利益 － 583,063

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △417,836 583,063
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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、及び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。 

  

(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２四半期連結会計期間末までの
変動額

四半期純利益 583,063 583,063

土地再評価差額金の取崩  ※ 684,403 684,403

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

― ― 1,267,467 ― 1,267,467

当第２四半期連結会計期間末残高 1,008,344 673,277 481,104 △7,488 2,155,236
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