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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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）

営業収益 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3四半期 3,357 △16.3 986 13.8 266 108.9 216 △22.4
23年3月期第3四半期 4,012 △66.0 866 ― 127 ― 278 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 238百万円 （△29.9％） 23年3月期第3四半期 339百万円 （―％）

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3四半期 1,467.83 1,224.04
23年3月期第3四半期 1,896.75 1,896.46

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 68,886 26,169 32.4
23年3月期 69,174 25,983 32.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  22,352百万円 23年3月期  22,136百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 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 4,410 △15.4 1,206 △5.6 208 △44.6 130 △71.7 882.72



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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いません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 147,272 株 23年3月期 147,272 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 147,272 株 23年3月期3Q 146,907 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興により徐々に景気の持ち

直しが確認できました。反面、欧州の財政不安及び円高の長期化により国内経済の先行きは依然として

不透明な状況が続いております。 

 当第３四半期連結累計期間において、当社の連結私募ファンド等が保有する物流不動産の賃料収入及

びアセットマネジメント収入については計画通りとなりました。投資開発事業につきましては、平成23

年10月に大阪湾岸エリアに所在する60,000平方メートルの開発用地の取得が完了したことに加え、前年

度に開始した開発案件が平成23年12月に竣工し、開発事業に係るフィー収入を第３四半期連結累計期間

で76百万円計上いたしました。 

 一方、費用につきましては、人件費及び業務委託報酬等のコスト管理の徹底により経常的な支出が見

込みより減少しました。また、当初第３四半期に見込んでいたプロジェクト関連の費用が第４四半期に

ずれ込んだために第３四半期連結累計期間における純利益が増加しましたが、通期での業績見通しに変

更はありません。  

   

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益3,357百万円（前年同期比654百万円

減）、営業利益986百万円（前年同期比119百万円増）、経常利益266百万円（前年同期比138百万円

増）、四半期純利益216百万円（前年同期比62百万円減）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。  

  

投資及びコンサルティング事業におきましては、開発プロジェクトによるフィー収入及びプロパテ

ィ・マネジメントフィー収入等により、営業収益は205百万円（前年同期比866百万円減）、経常損失は

55百万円（前年同期間は経常利益179百万円）となりました。 

  

アセットマネジメント事業におきましては、ファンド運用のフィー収入及び連結する大型私募ファン

ドが保有する物流不動産の賃料収入等により、営業収益は3,151百万円（前年同期比211百万円増）、経

常利益は875百万円（前年同期比341百万円増）となりました。 

 平成23年12月31日現在、本事業における運用資産の残高は892億円となっております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて287百万円減少し、68,886百

万円となりました。これは主に、投資有価証券が開発案件への投資により940百万円増加した反面、

現金及び預金が381百万円減少し、投資不動産が減価償却費により673百万円減少したことによるもの

です。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて472百万円減少し、42,717

百万円となりました。これは主に、短期借入金が237百万円増加した一方で、長期借入金が509百万円

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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減少し、社債が222百万円減少したことによるものです。  

(純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて185百万円増加し、26,169百万円となりました。これは

主に、四半期純利益を216百万円計上したことによるものです。 

  

当社の第３四半期連結累計期間における四半期純利益は、通期業績予想における当期純利益を上回る

ものの、主因は第３四半期において計上を予定していた費用が第４四半期にずれ込んだことによるもの

です。そのため、第４四半期においてはこの一時的な費用の増加が持ちこされる見込みであり、平成24

年３月期の業績予想につきましては、平成23年８月11日に発表いたしました通期業績予想と変更はござ

いません。  

  
  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,526,461 6,144,801

営業未収入金 248,192 146,911

仕掛販売用不動産 1,164,537 1,164,537

販売用不動産 1,417,912 1,399,455

その他 319,705 154,979

貸倒引当金 △95,715 △2,816

流動資産合計 9,581,094 9,007,869

固定資産   

有形固定資産   

建物 66,171 71,466

減価償却累計額 △12,832 △20,890

建物（純額） 53,338 50,576

車両運搬具 9,587 6,253

減価償却累計額 △8,159 △5,488

車両運搬具（純額） 1,428 764

工具、器具及び備品 78,034 67,261

減価償却累計額 △61,596 △54,720

工具、器具及び備品（純額） 16,437 12,540

有形固定資産合計 71,204 63,881

無形固定資産   

ソフトウエア 15,431 15,457

その他 738 648

無形固定資産合計 16,169 16,106

投資その他の資産   

投資有価証券 121,100 1,061,633

破産更生債権等 3,181,792 3,181,792

投資不動産 58,701,024 58,027,134

繰延税金資産 337,033 333,139

その他 310,883 370,552

貸倒引当金 △3,181,792 △3,181,792

投資その他の資産合計 59,470,040 59,792,459

固定資産合計 59,557,414 59,872,447

繰延資産   

社債発行費 35,864 6,520

繰延資産合計 35,864 6,520

資産合計 69,174,374 68,886,838

グッドマンジャパン株式会社（8992）　平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 237,500

1年内返済予定の長期借入金 27,808,400 27,421,400

1年内償還予定の社債 13,188,000 12,966,000

未払法人税等 59,453 31,599

賞与引当金 108,686 74,465

役員賞与引当金 6,266 1,199

災害損失引当金 5,958 －

その他 711,730 868,253

流動負債合計 41,888,494 41,600,418

固定負債   

長期借入金 122,000 －

長期預り敷金保証金 1,179,893 1,117,306

固定負債合計 1,301,893 1,117,306

負債合計 43,190,388 42,717,725

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,986,576 16,986,576

資本剰余金 8,491,571 8,491,571

利益剰余金 △3,342,037 △3,125,866

株主資本合計 22,136,109 22,352,281

新株予約権 41,650 41,108

少数株主持分 3,806,225 3,775,723

純資産合計 25,983,985 26,169,113

負債純資産合計 69,174,374 68,886,838
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業収益 4,012,501 3,357,588

営業原価 2,113,596 1,397,209

営業総利益 1,898,904 1,960,378

販売費及び一般管理費 1,032,327 974,335

営業利益 866,577 986,042

営業外収益   

受取利息 1,326 1,310

匿名組合投資利益 6,548 3,793

役員賞与引当金戻入額 － 3,466

その他 16,678 7,316

営業外収益合計 24,552 15,886

営業外費用   

支払利息 658,459 636,695

その他 105,256 99,029

営業外費用合計 763,716 735,724

経常利益 127,413 266,204

特別利益   

新株予約権戻入益 201,310 2,552

その他 24,167 －

特別利益合計 225,478 2,552

特別損失   

固定資産除却損 2,100 808

固定資産売却損 － 122

特別損失合計 2,100 930

税金等調整前四半期純利益 350,791 267,826

法人税、住民税及び事業税 6,883 29,011

法人税等調整額 3,975 472

法人税等合計 10,858 29,483

少数株主損益調整前四半期純利益 339,932 238,342

少数株主利益 61,286 22,170

四半期純利益 278,646 216,171
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【四半期連結包括利益計算書】 
【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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 339,932 238,342

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 339,932 238,342

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278,646 216,171

少数株主に係る四半期包括利益 61,286 22,170
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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) 

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 

(千円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△586,060千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△596,611千円が

含まれております。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。  

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

2. 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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 

(千円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△553,955千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△563,200千円が

含まれております。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。  

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

2. 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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント

調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

投資及びコンサ
ルティング事業

アセットマネジ
メント事業

計

営業収益

  (1) 外部顧客への営業収益 1,072,288 2,940,212 4,012,501 ― 4,012,501

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

74,060 ― 74,060 △74,060 ―

計 1,146,349 2,940,212 4,086,562 △74,060 4,012,501

セグメント利益 179,308 534,166 713,474 △586,060 127,413

報告セグメント

調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

投資及びコンサ
ルティング事業

アセットマネジ
メント事業

計

営業収益

  (1) 外部顧客への営業収益 205,772 3,151,816 3,357,588 ― 3,357,588

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

37,795 ― 37,795 △37,795 ―

計 243,567 3,151,816 3,395,383 △37,795 3,357,588

セグメント利益又は損失(△) △55,053 875,214 820,160 △553,955 266,204
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（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
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