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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 15,419 △37.8 569 △63.6 △461 ― △76 ―
22年3月期第3四半期 24,770 △11.7 1,561 △21.3 966 △30.0 467 4.4

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 △3.08 ―
22年3月期第3四半期 18.80 ―

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 75,278 23,016 30.6 924.59
22年3月期 82,439 23,093 28.0 927.68

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  23,016百万円 22年3月期  23,093百万円

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）

15.00 15.00

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 32,300 △9.0 2,500 31.1 1,000 3.3 500 △3.8 20.09



(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  無  
（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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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）２ページ「連結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.3「その他」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 26,000,000株 22年3月期  26,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,106,266株 22年3月期  1,106,266株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 24,893,734株 22年3月期3Q 24,893,734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経済は、景気対策の剥落や円高進行等の要因があったものの、新興国の

景気拡大や米国の景気刺激策を背景とした世界経済の持ち直しにより企業業績の改善が見られるなど緩やかな回復基

調となりました。一方では、新興国におけるインフレ懸念や原材料価格の上昇、国内における雇用改善の遅れなど景

気の先行きに対する不透明感が払拭されない状況が続いております。 

 当社の主要市場である首都圏マンション市場は底堅い住宅取得需要に支えられ、平成22年の供給戸数が前年比20%

増の4万4千戸となり、販売におきましても初月契約率が年間を通じて70%超の水準を維持するなど需給両面での回復

が鮮明となりました。 

 このような環境下、当社グループにおきましては期初より課題として設定した３点に経営努力を集中してまいりま

した。 

 第一に販売につきましては、平成21年度下期の仕入れ再開後に新たに取得いたしました当期売上計上予定物件

（466戸、140億円）はすべて供給済みであり、92%の販売・契約を完了しております。前期末155戸 50億円の完成在

庫につきましても、64戸 22億円と半分以下の水準にまで販売が進捗いたしました。 

 第二に販売価格ベースで400億円の仕入れ計画については概ね物件の確保が完了しており、今後は前倒しでの仕入

れを推進してまいります。 

 第三に財務基盤の改善を目的とした販売用土地や固定資産等の売却につきましては、第２四半期までに２物件96億

円の売却を完了いたしましたが、一層の財務基盤強化に向けて、追加的な対応の検討を進めております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は154億19百万円（前年同期比37.8％減）、経常損失は4億61

百万円（前年同期は経常利益9億66百万円）、四半期純損失は76百万円（前年同期は四半期純利益4億67百万円）とな

りました。なお、当期の不動産売上計上時期が期末３月に集中しておりますことから、当第３四半期連結累計期間に

おきましては一時的に前年比減収減益となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

 ① 不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

 不動産販売事業におきましては、当第３四半期連結累計期間に分譲マンション207戸およびオフィス関連用地

を販売したこと等により、売上高107億55百万円（前年同期比45.9％減）、セグメント損失9百万円（前年同期は

営業利益7億63百万円）となりました。 

 また、新規分譲プロジェクトにかかる販売活動を積極的に進めました結果、当第３四半期連結会計期間末にお

ける契約残高は129億62百万円（前年同期比53.2％増）となりました。  

  

 ② 不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

 不動産賃貸事業におきましては、賃貸用不動産の売却があったものの、賃貸収入の増強に努めました結果、売

上高は17億7百万円（前年同期比6.2％減）、セグメント利益7億37百万円（同15.4％増）となりました。 

  

 ③ 不動産管理事業（マンション等の総合管理サービス） 

 不動産管理事業につきましては、売上高は29億1百万円（前年同期比0.4％減）、セグメント利益3億54百万円

（同6.1％増）となりました。 

  

 ④ その他事業 

 その他事業におきましては、住設企画販売事業を主体に、売上高55百万円（前年同期比62.0％減）、セグメン

ト損失26百万円（前年同期は営業利益4百万円）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
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末におきましては、資産合計が75,278百万円、負債合計が52,262百万円、純資産合計が

23,016百万円となり、それぞれ前連結会計年度末と比較して7,160百万円の減少、7,083百万円の減少、76百万円の減

少となりました。 

 この結果、自己資本比率は2.6ポイント上昇し、30.6％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末比25億82百万円減少し、73億47百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失17億84百万円、棚卸資産の増加13億92百万円

を主因として、26億35百万円の資金の減少（前年同四半期は37億86百万円の増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、60億95百万円の資金の増加（前年同四半期は6億64百万円の減少）とな

りました。主たる要因は、有形固定資産の売却による収入47億71百万円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは60億42百万円の資金の減少（前年同四半期は69億89百万円の減少）となり

ました。主たる要因は、プロジェクトの終了やオフィス関連用地の売却に伴い不動産販売事業にかかる借入金が減

少したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報                                   

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。  

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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、営業利益は0百万円減少、経常損失は0百万円増加、税金等調整前四半期純損失は14百万円増加して

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7百万円であります。 

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：百万円）

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 8,426 12,146

受取手形及び売掛金 121 142

販売用不動産 2,524 5,440

仕掛販売用不動産 29,680 25,373

営業貸付金 611 616

繰延税金資産 420 623

未収還付法人税等 149 52

その他 287 306

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 42,220 44,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,281 9,712

土地 19,815 23,546

その他（純額） 158 171

有形固定資産合計 27,255 33,430

無形固定資産   

特許権 1 7

ソフトウエア 83 86

その他 39 40

無形固定資産合計 124 134

投資その他の資産   

投資有価証券 64 586

繰延税金資産 4,705 2,681

その他 1,760 1,789

貸倒引当金 △852 △882

投資その他の資産合計 5,678 4,174

固定資産合計 33,058 37,738

資産合計 75,278 82,439
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（単位：百万円）

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 1,955 2,740

短期借入金 5,135 5,255

1年内返済予定の長期借入金 35,564 39,254

未払法人税等 65 116

未払費用 113 161

前受金 671 284

賞与引当金 26 110

その他 522 927

流動負債合計 44,055 48,851

固定負債   

長期借入金 7,106 9,339

退職給付引当金 93 85

役員退職慰労引当金 170 152

その他 837 916

固定負債合計 8,207 10,494

負債合計 52,262 59,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 15,111 15,187

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 23,016 23,093

少数株主持分 － －

純資産合計 23,016 23,093

負債純資産合計 75,278 82,439
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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：百万円）

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 24,770 15,419

売上原価 18,977 11,174

売上総利益 5,792 4,244

販売費及び一般管理費 4,231 3,675

営業利益 1,561 569

営業外収益   

受取利息 7 2

違約金収入 435 71

匿名組合投資利益 61 －

その他 44 60

営業外収益合計 549 134

営業外費用   

支払利息 1,007 1,048

その他 137 116

営業外費用合計 1,145 1,165

経常利益又は経常損失（△） 966 △461

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 31

固定資産売却益 0 18

投資有価証券売却益 24 8

ゴルフ会員権売却益 － 15

特別利益合計 31 74

特別損失   

貸倒引当金繰入額 6 0

投資有価証券売却損 2 －

固定資産除却損 0 23

固定資産売却損 233 1,059

損害賠償金 46 －

ゴルフ会員権評価損 1 2

投資有価証券評価損 － 297

その他 － 14

特別損失合計 289 1,397

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

707 △1,784

法人税、住民税及び事業税 113 114

法人税等調整額 126 △1,822

法人税等合計 239 △1,708

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △76

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 467 △76
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

707 △1,784

減価償却費 508 409

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 17

賞与引当金の増減額（△は減少） △80 △84

受取利息及び受取配当金 △10 △2

匿名組合投資損益（△は益） △61 －

支払利息 1,007 1,048

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △15

ゴルフ会員権評価損 1 2

投資有価証券売却損益（△は益） △22 △8

投資有価証券評価損益（△は益） － 297

有形及び無形固定資産除却損 0 23

有形固定資産売却損益（△は益） 232 1,041

損害賠償損失 46 －

売上債権の増減額（△は増加） 27 27

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,339 △1,392

その他の資産の増減額（△は増加） 10 23

未収消費税等の増減額（△は増加） 102 －

仕入債務の増減額（△は減少） △1,945 △784

その他の負債の増減額（△は減少） △318 99

未払消費税等の増減額（△は減少） 143 △275

その他 － 14

小計 4,681 △1,365

利息及び配当金の受取額 43 2

利息の支払額 △955 △1,026

損害賠償金の支払額 △46 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 63 △246

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,786 △2,635
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（単位：百万円）

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) 

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 △2,216 △296

定期預金の払戻による収入 751 1,434

有形固定資産の取得による支出 △308 △31

有形固定資産の売却による収入 1,018 4,771

無形固定資産の取得による支出 △32 △25

ゴルフ会員権の売却による収入 － 15

投資有価証券の売却による収入 132 8

匿名組合出資金の払戻による収入 － 224

その他 △8 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △664 6,095

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） 2,637 △120

長期借入れによる収入 1,350 6,877

長期借入金の返済による支出 △10,975 △12,799

配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,989 △6,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,867 △2,582

現金及び現金同等物の期首残高 13,209 9,930

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,342 7,347
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

不動産販売事業……マンション等の開発分譲 

不動産賃貸事業……不動産賃貸及び付随業務 

不動産管理事業……マンション等の総合管理サービス 

その他事業……住設企画販売、金融関連、広告宣伝、不動産管理請負、人材派遣事業 

３．従来、不動産管理事業は事業区分の「その他事業」に含めて記載しておりましたが、重要性が増したことに

より、第１四半期連結会計期間より「不動産管理事業」として区分掲記することにいたしました。 

なお、前第３四半期連結累計期間の「その他事業」に含まれる「不動産管理事業」の外部顧客に対する売上

高は2,864百万円、営業利益は282百万円であります。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

 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） 

 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 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

不動産管理
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び  

営業利益 
   

売上高    

(1) 外部顧客に対

する売上高 
 19,891  1,819  2,914  145  24,770 －  24,770

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  61  39  731  832 (832) － 

計  19,891  1,880  2,953  877  25,603 (832)  24,770

営業利益  763  639  333  4  1,741 (179)  1,561
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〔セグメント情報〕 

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。 

当社グループでは、グループ会社各社において取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、グループ会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「不動産販売事業」、「不動産賃貸事業」及び「不動産管理事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

「不動産販売事業」は、マンション等の開発分譲、売買仲介業務を行っております。「不動産賃貸事業」

は、マンション等の賃貸、賃貸斡旋等を行っております。「不動産管理事業」は、マンション等の総合管理

サービスを行っております。 

  

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） 

（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、住設企画販売事業等を含ん

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連結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） 

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） 

（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等であります。 

  

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。 

  

（追加情報） 

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。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
不動産販売

事業   
不動産賃貸

事業  
不動産管理

事業  
計

売上高   

外部顧客への売上高  10,755  1,707  2,901  15,364  55  15,419

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  89  40  130  524  654

計  10,755  1,797  2,941  15,494  579  16,073

セグメント利益 
又は損失（△）  

 △9  737  354  1,081  △26  1,054

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  1,081

「その他」の区分の利益又は損失（△）  △26

セグメント間取引消去  △36

全社費用（注）  △449

四半期連結損益計算書の営業利益  569

明和地所㈱（8869）平成23年３月期　第３四半期決算短信



 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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