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１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第１四半期 2,023 53.2 55 △65.2 19 △85.0 8 △88.0

23年３月期第１四半期 1,320 29.6 158 30.8 128 21.2 73 34.0

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 8,739千円(△88.0％) 23年３月期第１四半期 73,013千円(―％)

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

24年３月期第１四半期 64 30 62 99

23年３月期第１四半期 534 48 522 62

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 8,716 2,051 23.4

23年３月期 8,537 2,132 24.9

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 2,036百万円 23年３月期 2,122百万円

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

23年３月期 ― ― ― 250 00 250 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) ― ― 200 00 200 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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) 4,600 31.6 357 6.0 280 1.0 167 5.2 1,209 55

通期 10,000 7.2 768 15.2 600 13.9 354 17.7 2,563 95



  

 

 

 
  

・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、添付

資料３ページ「１．当四半期決算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」をご覧く

ださい。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   社 (            )、除外   社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 140,920株 23年３月期 140,920株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 7,784株 23年３月期 2,852株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 135,913株 23年３月期１Ｑ 136,584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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状

況にありますが、消費マインドの改善が見られ、生産活動やアメリカ・ＥＵ向けの輸出は回復の動きが

見られるなど、震災の影響による景気悪化懸念は次第に弱まりつつあります。しかしながら、電力供給

の制約や原子力災害及び原油高の影響に加え、海外経済の回復がさらに緩やかになること等により、依

然として景気が下振れするリスクが存在しております。 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）が属する不動産市場におきましては、震災後の買い控えム

ードにより、首都圏を中心とした中古住宅販売の成約件数及び平米単価は下落の動きを見せております

が、新築マンションや新築戸建住宅に関しましてはフラット３５Ｓや住宅ローン減税など、政府政策の

下支えにより、堅調に推移しております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、保有物件を収益性の高いものに入れ替えるこ

とによりマーケットの悪化による影響を速やかに解消するのが得策であると考え、震災前に仕入れた不

動産につきましては販売価格の見直しを行い、評価損を含めて57百万円の損失を計上いたしました。 

その一方で、収益構造の見直しのため、安定的収益が見込まれるストック型フィービジネスの拡大に

注力し、当第１四半期累計期間におきまして収益不動産の在庫積み増しにより賃料収入は順調に増加い

たしました。 

なお、当社グループは平成23年９月１日付で本社移転を予定しているため、設備等の一部について耐

用年数の見直しを実施し、敷金償却費と併せて15百万円の費用を追加計上しております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,023百万円（前年同期比53.2%増）、営業

利益は55百万円（前年同期比65.2%減）、経常利益は19百万円（前年同期比85.0%減）、四半期純利益は

8百万円（前年同期比88.0%減）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、当社におきましては、経常利益をセグメント利益

としております。 

  

（収益不動産事業） 

当事業部門におきましては、売上高につきましては販売用不動産の販売が順調に進んだことにより堅

調に推移いたしました。しかしながら、震災前に仕入を行った一部の物件で販売価格の見直しを行い、

評価損を含めて51百万円の損失を計上しており、売上高は1,188百万円（前年同期比33.6%増）、経常利

益は8百万円（前年同期比90.4%減）となりました。 

  

（総合居住用不動産事業） 

当事業部門におきましては、新築戸建及びリモデリング住宅は計画どおり販売が進み、販売件数は前

年同期比で80.0%増加したことにより、売上高は順調に推移いたしました。しかしながら、新築戸建に

つきましては底値圏で用地を仕入れられておりました前年同期と比較しますと、利益率は低下しており

ます。また、リモデリング住宅につきましても震災前に仕入を行った一部物件で4百万円の評価損を計

上しております。以上の結果、売上高は605百万円（前年同期比131.9%増）、経常利益は5百万円（前年

同期比79.1%減）となりました。 

  

１．当四半期決算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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（ストック型フィービジネス） 

当事業部門におきましては、収益不動産事業における販売用不動産の在庫積み増しによりテナントか

らの賃料収入が増加しました。また、管理受託物件についても管理戸数が増加しオーナー向けの有効活

用コンサルティングなどによる手数料収入を獲得できたことなどにより、売上高は230百万円（前年同

期比35.2%増）、経常利益は107百万円（前年同期比20.8%増）となりました。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 各セグメントの経常利益の合計額と連結経常利益の金額の差額102百万円は、各セグメントに配賦不能な営

業費用として全社部門に計上されております。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して178百万円増加し、

8,716百万円となりました。これは現金及び預金が58百万円減少したこと、たな卸資産が230百万円増加

したことなどによるものであります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して260百万円増加し、6,665

百万円となりました。これは有利子負債が445百万円増加したこと、未払法人税等が155百万円減少した

ことなどによるものであります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して81百万円減少し、

2,051百万円となりました。これは四半期純利益8百万円を計上したこと、剰余金の配当34百万円を実施

したこと、自己株式60百万円を取得したことなどによるものであります。 

  

平成24年３月期の連結業績予想は、「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」（平成23年５

月12日付）において公表した金額より変更しておりません。 

なお、現時点におきましては第２四半期以降の販売予定などに不確定要素が多いため、連結業績予想

は変更しておりません。 

（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。 

  

税金費用については、当第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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

当社が保有する建物、工具、器具及び備品は、平成23年９月１日付で本社移転を予定していることか

ら、当第１四半期連結会計期間において、移転に伴い利用不能となる資産について耐用年数を当第１四

半期連結会計期間の期首から５ヶ月に短縮し、将来にわたり変更しております。 

また、現在の本社の不動産賃貸借契約に係る原状回復義務についても、上記のとおり、本社の移転に

従い、償却に係る合理的な期間を当第１四半期連結会計期間の期首から５ヶ月に短縮し、将来にわたり

変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ15,882千円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,233,754 1,175,495

売掛金 29,616 22,039

販売用不動産 5,620,859 5,945,714

仕掛販売用不動産 341,222 246,494

その他 152,766 137,630

貸倒引当金 △248 △579

流動資産合計 7,377,971 7,526,795

固定資産

有形固定資産 1,121,992 1,108,226

無形固定資産 3,640 3,412

投資その他の資産 34,027 77,884

固定資産合計 1,159,659 1,189,523

資産合計 8,537,631 8,716,319

負債の部

流動負債

買掛金 199,947 227,265

短期借入金 3,715,228 4,202,900

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 137,915 125,811

未払法人税等 166,202 11,048

引当金 24,788 34,765

その他 388,802 321,615

流動負債合計 4,672,884 4,963,405

固定負債

社債 120,000 120,000

長期借入金 1,574,414 1,544,169

その他 37,660 37,660

固定負債合計 1,732,074 1,701,829

負債合計 6,404,958 6,665,234

純資産の部

株主資本

資本金 426,770 426,770

資本剰余金 369,505 369,751

利益剰余金 1,338,550 1,312,773

自己株式 △12,580 △72,302

株主資本合計 2,122,245 2,036,991

新株予約権 10,427 14,092

純資産合計 2,132,673 2,051,084

負債純資産合計 8,537,631 8,716,319
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,320,521 2,023,523

売上原価 1,001,576 1,761,547

売上総利益 318,944 261,975

販売費及び一般管理費 160,286 206,710

営業利益 158,657 55,265

営業外収益

受取利息及び配当金 34 53

保険解約返戻金 242 316

還付消費税等 － 426

受取保険金 － 270

その他 492 208

営業外収益合計 768 1,274

営業外費用

支払利息 26,898 34,483

その他 3,886 2,714

営業外費用合計 30,785 37,198

経常利益 128,641 19,340

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,255 －

特別損失合計 4,255 －

税金等調整前四半期純利益 124,385 19,340

法人税、住民税及び事業税 51,384 10,601

法人税等合計 51,384 10,601

少数株主損益調整前四半期純利益 73,001 8,739

四半期純利益 73,001 8,739
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 73,001 8,739

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 －

その他の包括利益合計 11 －

四半期包括利益 73,013 8,739

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,013 8,739

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

１．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 

 
  

２．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) 

 
(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であります。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計
収益不動産

事業
総合居住用
不動産事業

ストック型フ
ィービジネス

計

売上高

  外部顧客への売上高 889,282 260,928 170,310 1,320,521 1,320,521

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 889,282 260,928 170,310 1,320,521 1,320,521

セグメント利益 93,091 25,626 88,794 207,512 207,512

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 207,512

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △78,870

四半期連結損益計算書の経常利益 128,641

(単位：千円)

報告セグメント

合計
収益不動産

事業
総合居住用
不動産事業

ストック型フ
ィービジネス

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,198,214 605,016 220,293 2,023,523 2,023,523

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

△10,050 ― 10,050 ― ―

計 1,188,164 605,016 230,343 2,023,523 2,023,523

セグメント利益 8,937 5,352 107,251 121,541 121,541
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２．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) 

 
(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であります。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間において、総合居住用不動産事業における販売実績が著しく増加しており

ます。 

これは、主に新築戸建及び中古区分マンションの取扱件数が大幅に増加したことによるものでありま

す。 

  

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 121,541

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △102,200

四半期連結損益計算書の経常利益 19,340

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況
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