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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 4,772 18.1 △47 ― △181 ― △423 ―

22年3月期第3四半期 4,041 △38.5 41 △90.1 △61 ― △6 ―

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3四半期 △21,874.17 ―

22年3月期第3四半期 △409.68 ―

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3四半期 12,200 2,276 18.5 116,639.89
22年3月期 13,115 2,795 21.1 142,905.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,256百万円 22年3月期  2,765百万円

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  
 

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）

0.00 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、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 7,350 29.8 283 460.8 134 ― 4 ― 233.48



(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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性
があります。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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3Q 19,350株 22年3月期  19,350株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 19,350株 22年3月期3Q 16,161株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部の輸出関連企業等に回復の兆しが見られたという評

価もありますが、国内企業に向けた金融政策、経済政策とも効果的な施策は見られず、学生の就職内定率が過去

低を記録するなど、企業のおかれる環境は依然厳しい状況にあります。  

当社グループが主たる事業とする不動産賃貸業は、年末、年度末に向けて撤退や解約等が多くなる傾向にあり

ますが、反面、新年度へ向けて進出意欲のある企業の活動が活発となり情報量が増えてまいりました。収益への貢

献は次期以降となりますが、今はそのための準備期間という状況にあります。 
  

  その結果、当社グループの連結業績は売上高で前年同四半期比 ％増収の 千円、営業損失は

千円（前年同四半期は営業利益 千円）、経常損失は 千円（前年同四半期も経常損失 千円）、

四半期純損失は 千円（前年同四半期も四半期純損失 千円）となりました。 
  
〔不動産賃貸関連事業〕  

  不動産賃貸関連事業は、新規に取得・竣工した物件がありましたが収益貢献は次期以降となり、空き物件への

テナント付けが低調なため減収の状況であり収益構造そのものは回復しておりません。一方、リゾートマンショ

ンの売上が実現しております。 

 その結果、売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。 
   

〔建築工事関連事業〕  

 建築工事関連事業は、新規受注による収益貢献は当四半期以降となり、既存受注案件による収益のみという厳

しい状況となりました。 

 その結果、売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 
  
〔その他事業〕  

 その他事業は、札幌市の案件で家具販売取引やホテルの運営業務の受託獲得による収益貢献がありました。 

 その結果、売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは１年内回収予定の

長期貸付金が 千円増加した一方で、現金及び預金 千円、販売用不動産 千円、未成工事支

出金 千円が減少したこと等によります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは建物及び構築物が

千円増加した一方で、土地 千円、長期貸付金 千円、敷金及び保証金 千円が減少し

たこと等によります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。 
  
（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは１年内返済予定の

長期借入金 千円、１年内償還予定の社債 千円が減少したこと等によります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは資産除去債務が

千円増加した一方で、社債 千円、長期借入金 千円が減少したこと等によります。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。 
  
（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは利益剰余金が

千円減少したこと等によります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日付け「平成22年３月期決算短信」で発表しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

18.1 4,772,157 47,994

41,190 181,723 61,040

423,265 6,620

4,114,376 101,025

284,872 65,621

372,908 7,850

12.6 2,467,714

325,549 408,394 150,527

127,344

5.4 9,733,094

321,922 175,073 354,957 223,543

7.0 12,200,809

10.4 2,416,277

116,996 100,000

1.5 7,508,457

255,740 79,000 168,700

3.8 9,924,734

18.6 2,276,074

423,265
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（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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないものと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②税金費用の計算 

  四半期連結会計期間に係る法人税等については、見積実効税率によ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 

①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。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は11,241千円増加し、税金等調整前四半期

純損失は115,651千円増加しております。また当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は228,088

千円であります。 

  

②四半期連結損益計算書の表示方法の変更 

  「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「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する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

用により、当第３四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）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 406,950 815,345

受取手形及び売掛金 273,330 135,259

有価証券 12,532 17,270

商品及び製品 － 4

販売用不動産 1,077,209 1,227,736

未成工事支出金 － 127,344

原材料及び貯蔵品 3,499 302

繰延税金資産 16,774 16,774

1年内回収予定の長期貸付金 325,549 －

その他 382,397 493,474

貸倒引当金 △30,529 △11,125

流動資産合計 2,467,714 2,822,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,211,020 3,889,097

土地 1,937,012 2,112,086

リース資産（純額） 8,010 －

建設仮勘定 4,244 47,244

その他（純額） 6,430 7,939

有形固定資産合計 6,166,717 6,056,367

無形固定資産   

借地権 390,652 410,585

のれん 67,538 93,890

その他 4,613 5,858

無形固定資産合計 462,805 510,334

投資その他の資産   

投資有価証券 32,376 38,067

長期貸付金 516 355,474

繰延税金資産 56,650 61,879

敷金及び保証金 2,599,657 2,823,201

投資不動産 58,337 64,100

その他 385,495 399,734

貸倒引当金 △29,461 △16,160

投資その他の資産合計 3,103,572 3,726,297

固定資産合計 9,733,094 10,292,999

資産合計 12,200,809 13,115,387
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 165,465 232,996

短期借入金 506,935 425,189

1年内返済予定の長期借入金 1,057,912 1,174,908

1年内償還予定の社債 98,000 198,000

未払法人税等 9,235 4,878

賞与引当金 1,266 29,680

リース債務 1,843 －

その他 575,619 629,819

流動負債合計 2,416,277 2,695,473

固定負債   

社債 458,000 537,000

長期借入金 2,571,161 2,739,862

長期預り敷金保証金 2,932,491 2,921,418

リース債務 6,576 －

資産除去債務 255,740 －

その他 1,284,486 1,426,106

固定負債合計 7,508,457 7,624,387

負債合計 9,924,734 10,319,861

純資産の部   

株主資本   

資本金 794,176 794,176

資本剰余金 757,116 757,116

利益剰余金 1,032,206 1,455,471

株主資本合計 2,583,500 3,006,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △769 △818

為替換算調整勘定 △325,748 △240,728

評価・換算差額等合計 △326,518 △241,547

少数株主持分 19,092 30,308

純資産合計 2,276,074 2,795,526

負債純資産合計 12,200,809 13,115,387
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,041,946 4,772,157

売上原価 3,441,014 4,113,963

売上総利益 600,931 658,193

販売費及び一般管理費 559,741 706,188

営業利益又は営業損失（△） 41,190 △47,994

営業外収益   

受取利息 11,606 11,471

受取配当金 691 643

有価証券利息 433 52

有価証券評価益 9,873 －

違約金収入 35,587 3,225

その他 13,037 15,095

営業外収益合計 71,231 30,487

営業外費用   

支払利息 157,476 146,617

新株発行費償却 10,964 －

投資有価証券評価損 － 8,709

持分法による投資損失 2,085 1,880

その他 2,935 7,007

営業外費用合計 173,462 164,216

経常損失（△） △61,040 △181,723

特別利益   

前期損益修正益 － 1,325

固定資産売却益 838 －

受取和解金 6,500 －

その他 1,550 1,454

特別利益合計 8,889 2,779

特別損失   

固定資産売却損 － 28,000

固定資産除却損 431 216

減損損失 － 12,887

事業撤退損 － 39,523

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,409

特別損失合計 431 185,037

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

－ △363,982

匿名組合損益分配額 － 58,407

税金等調整前四半期純損失（△） △52,582 △422,390

法人税等 △45,961 12,090

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △434,480

少数株主損失（△） － △11,215

四半期純損失（△） △6,620 △423,265
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,321,914 1,884,731

売上原価 1,135,734 1,676,287

売上総利益 186,179 208,443

販売費及び一般管理費 191,161 242,506

営業損失（△） △4,981 △34,063

営業外収益   

受取利息 3,806 3,485

受取配当金 241 210

有価証券利息 399 17

有価証券評価益 1,889 314

違約金収入 1,720 －

その他 1,150 4,580

営業外収益合計 9,207 8,608

営業外費用   

支払利息 48,894 47,509

新株発行費償却 10,964 －

持分法による投資損失 588 312

その他 2,753 －

営業外費用合計 63,200 47,822

経常損失（△） △58,975 △73,277

特別利益   

賞与引当金戻入額 20,543 28,783

その他 505 463

特別利益合計 21,048 29,247

特別損失   

固定資産売却損 － 28,000

固定資産除却損 351 －

特別損失合計 351 28,000

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

－ △72,029

匿名組合損益分配額 － △12,846

税金等調整前四半期純損失（△） △38,278 △59,183

法人税等 △3,952 6,186

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △65,369

少数株主損失（△） － △178

四半期純損失（△） △34,326 △65,191
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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
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