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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） 

（注）平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成24年３月期第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値は記載しておりません。 
 

(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3四半期 2,482 ― 19 ― △72 ― △79 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △79百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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 △4,042.41 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

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 3,374 211 6.3
23年3月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  211百万円 23年3月期  ―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  
 

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 4,000 △26.3 84 ― △37 ― △45 ― △2,293.58



(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）  ：  有  

(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、添付資
料P３「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 株式会社ラ・アトレレジデンシャル 、 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 19,672 株 23年3月期 19,672 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 52 株 23年3月期 52 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 19,620 株 23年3月期3Q 19,620 株
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当第３四半期連結累計期間における不動産業界は、首都圏の新築マンション市場は震災の影響から脱

し、徐々に正常化してきております。平成23年の首都圏新築マンション発売戸数は、不動産経済研究所

が平成24年１月19日に発表したデータによると前年比0.1％減の44,499戸となり、ほぼ前年並みを維持

できました。また、売れ行きを示す指標の１つである月間契約率も、好調の目安とされる70％をほぼ毎

月継続して超えており、相当程度の需要は維持されている結果となりました。 

首都圏中古マンション市場においては、成約件数は震災の影響もあり３月以降７ヶ月連続して前年同

月比マイナスが続き、年間では前年比4.9％の減少になりました。しかし、10月及び12月は前年同月比

プラスに転じており、震災の影響からは抜け出しているといえると思われます。中古マンションの成約

価格は、やや弱含みで推移しているものの、一定の底堅いニーズに支えられ、大きな下落はありません

でした。 

このような環境の中、当社は引き続き実需の根強い戸別リノベーションマンション事業に経営資源を

集中いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高及び損益に関わる業績は次の通りであります。 

①売上高 

不動産事業における主な売上実績は、以下の通りとなっております。 

（ⅰ）新築不動産販売部門では、a）ランドプロジェクト業務においては「等々力一丁目PJ」（東京

世田谷区）２区画完売したことで、売上高159百万円となりました。またセグメント損失は２百万円と

なりました。 

（ⅱ）再生不動産販売部門では、a）戸別リノベーションマンション販売業務においてリノベーショ

ンマンションを71戸引渡し、b）一棟リノベーションマンション分譲業務において「ラ・アトレ玉川瀬

田」（東京都世田谷区）１戸引渡したことにより、売上高1,985百万円となりました。またセグメント

利益は９百万円となりました。 

（ⅲ）不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高271百万円となりました。またセ

グメント利益は65百万円となりました。 

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から、販売費用及び営業外費用を差し引いた

ものであります。 

  

なお、セグメント別売上高の概況は以下の通りであります。 

 
なお、当第３四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前年同四半期との比較の記載は行っ

ておりません。 

  

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

セグメント別売上高の概況 （単位：千円）

セグメント
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） 

構成比

不動産販売事業 2,145,075 86.4%
（新築不動産販売部門） （159,800） 6.4%
（再生不動産販売部門） （1,985,275） 80.0%

不動産管理事業部門 271,680 11.0%
その他 65,436 2.6%
合計 2,482,192 100.0%
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②営業利益 

一般管理費については前々期より圧縮を進めてまいりました。当第３四半期連結累計期間の一般管理

費は197百万円となり、固定費用の圧縮については一定の成果が出ております。 

ただし、震災の発生に伴い、物件の商品化の遅れ、価格調整しての営業活動等により、売上高、利益

率の低下等の影響を受けとこともあり、営業利益は19百万円にとどまりました。 

  

③経常損失 

支払利息72百万円、支払手数料19百万円を中心に営業外費用が96百万円となった結果、経常損失は72

百万円となりました。 

  

④四半期純損失 

事務所移転に伴う固定資産除却損６百万円の計上により、四半期純損失は79百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前連結会計年度との比較の記載は行

っておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間末における総資産は3,374百万円、負債は3,162百万円、純資産は211百万

円となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前連結会計年度との比較の記載は行

っておりません。 

  

  

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年11月14日に「業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて公表した数値からの変更はございません。 

  

  

（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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当第３四半期連結累計期間より、前連結会計年度末において当社の非連結子会社であった株式会社

ラ・アトレレジデンシャルを連結の範囲に含めております。 

  

  

  

  

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
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当社は、前事業年度において当期純損失を341百万円計上いたしました。また、当第３四半期連結

累計期間において79百万円の四半期純損失を計上した結果、当第３四半期連結累計期間における次期

繰越利益は370百万円のマイナスとなっております。また、当第３四半期連結累計期間末における現

預金残高は前事業年度末から２百万円減少の86百万円と、資金的余裕が限られている状態が続いてお

り、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 前事業年度における損失の原因は、一部の高額帯物件である棚卸資産の処分及び低価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）の適用に伴う損失（172百万円）、キャッシュ・フロー獲得のための

固定資産売却に伴う特別損失（51百万円）などの一時的な損失が中心であり、高額帯物件について

は、前事業年度末において低価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を適用した４物件のうち

３物件はほぼ簿価に近い価格で当第３四半期連結累計期間において引渡し、残りの１物件についても

すでに販売契約を締結しており、処理は完了しました。 

 事業面においては、平成23年６月28日から当社子会社の株式会社ラ・アトレレジデンシャルの経営

体制を刷新し、仕入・販売体制を再構築いたしました。また、内装・賃貸・案件開発・経営管理等、

全社的に業務運営体制も見直し、人員の 適化と全般的なコスト削減にも取り組んでおります。 

 金融機関との関係も引き続き非常に良好な状態が続いており、返済期日の延長をしている担保物件

の売却が借入額を下回った案件において当該残債の返済について柔軟に対応いただいているほか、当

社の財務状況に応じた返済条件の変更等にも応じていただいております。 

 以上により、当社は、現時点では継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に

重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

  

  

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）

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 86,259

売掛金 9,375

販売用不動産 684,008

その他 19,709

貸倒引当金 △900

流動資産合計 798,452

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,127,666

土地 1,388,865

その他（純額） 5,484

有形固定資産合計 2,522,016

無形固定資産  

その他 2,121

無形固定資産合計 2,121

投資その他の資産 51,676

固定資産合計 2,575,815

資産合計 3,374,267

負債の部  

流動負債  

買掛金 84,969

短期借入金 715,900

1年内返済予定の長期借入金 589,137

未払法人税等 1,011

その他 74,088

流動負債合計 1,465,107

固定負債  

長期借入金 1,471,318

引当金 14,424

その他 211,759

固定負債合計 1,697,503

負債合計 3,162,610
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 319,515

資本剰余金 263,813

利益剰余金 △370,064

自己株式 △1,607

株主資本合計 211,657

純資産合計 211,657

負債純資産合計 3,374,267
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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）

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) 

売上高 2,482,192

売上原価 2,180,960

売上総利益 301,231

販売費及び一般管理費 281,524

営業利益 19,707

営業外収益  

受取利息 84

受取配当金 163

雑収入 459

賞与引当金戻入額 1,500

消費税免除益 2,347

営業外収益合計 4,553

営業外費用  

支払利息 72,370

支払手数料 19,231

その他 4,827

営業外費用合計 96,429

経常損失（△） △72,168

特別損失  

固定資産除却損 6,873

特別損失合計 6,873

税金等調整前四半期純損失（△） △79,042

法人税、住民税及び事業税 270

法人税等合計 270

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △79,312

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △79,312
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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）

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損失（△） △79,312

その他の包括利益 －

四半期包括利益 △79,312

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △79,312

少数株主に係る四半期包括利益 －
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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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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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 

 
（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、リフォーム事業、

仲介事業、損害保険の代理店事業を含んでおります。 

  

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及び営業外費用であります。 

  

３．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。 

  

 当第３四半期連結累計期間は、連結初年度にあたるため、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は

記載しておりません。 

  

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 159,800 1,985,275 271,680 2,416,756 65,436 2,482,192

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― 55,517 55,517

計 159,800 1,985,275 271,680 2,416,756 120,953 2,537,709

セグメント利益又は損失
（△）

△2,769 9,851 65,724 72,806 108,036 180,843

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 72,806

「その他」の区分の利益 108,036

セグメント間取引消去 △50,000

全社費用(注) △203,011

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △72,168
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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
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

（６）重要な後発事象
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①不動産販売事業における当第３四半期までの契約進捗状況 

（ⅰ）契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） 

 
（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

（ⅱ）契約進捗率 

 
（注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

  

  

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

（単位：千円）

当第３四半期

平成24年３月期 第３四半期
（自 平成23年４月1日 至 平成23年12月31日）

契約高 契約残高
2,185,032 184,318

（単位：千円）

当第３四半期 売上計上分 2,145,075
当第３四半期 契約済売上計上予定分 184,318

合 計 2,329,393
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