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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成23年３月期の数値及びこれに係る対前期増減率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当連結会計年度より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。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当連結会計年度より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 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 3,079 ― 49 ― △64 ― △62 ―

23年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期 △62百万円 （―％） 23年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △3,182.82 ― △24.0 △1.8 1.6
23年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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

24年3月期 3,050 228 7.5 11,647.41
23年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期  228百万円 23年3月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 891 6 △903 80
23年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,020 △46.4 67 359.2 28 ― 28 ― 1,427.12
通期 2,000 △35.1 127 156.3 47 ― 47 ― 2,395.51



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 19,672 株 23年3月期 19,672 株

② 期末自己株式数 24年3月期 52 株 23年3月期 52 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 19,620 株 23年3月期 19,620 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 3,075 △43.3 97 ― △5 ― △3 ―

23年3月期 5,426 △32.4 △142 ― △307 ― △341 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 △178.71 ―

23年3月期 △17,394.35 ―

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

24年3月期 3,050 288 9.5 14,694.86
23年3月期 4,098 291 7.1 14,873.57

（参考） 自己資本 24年3月期  288百万円 23年3月期  291百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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。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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当事業年度におけるわが国経済は、年度前半においては東日本大震災により、また年度後半において

は欧州債務危機を発端にした円高などにより、大きな影響を受けました。 

当不動産業界におきましても、震災による影響として特筆すべきは、液状化被害を受けた地域を中心

に需要が大きく減退するなど、購入者の意識に変化が表れ始めたことが挙げられます。地盤が強固とい

われている一部地域においては需要が増加した面も見られるものの、総体的には需要減による悪影響が

強く感じられました。 

また、震災の直接的な影響として、東日本地域に拠点を有する住宅設備機器、内装建材などのメーカ

ーの工場等が被災し、その結果サプライチェーンに支障を来たし、商品、部材の不足、供給スケジュー

ルの乱れが生じました。 

そのような環境の中、当社も年度前半は購入者の意識変化や、マンションリノベーションに用いる建

材や住宅設備機器の納入の乱れにより物件の商品化スケジュールが大幅に遅れることによって業績に悪

影響を及ぼしたとともに、不動産市況の先行き不透明感から物件仕入に慎重にならざるを得ませんでし

た。 

年度後半については商品化スケジュールは正常化したものの、前半の先行き不透明感から物件仕入を

抑制したことによる商品在庫の不足が響き、更には欧州債務危機問題の影響から購買層の姿勢が慎重化

したことなどによって、引き続き厳しい状態が続きました。 

その結果、当連結会計年度の売上高及び損益に関わる業績は以下の通りとなりました。 

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」（東京都世

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３百万円となりまし

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86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2,472百万円となりました。またセグメント利益は26百万

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361百万円となりました。またセグ

メント利益は80百万円となりました。 

（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。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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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。 

 セグメント別売上高の概況              （単位：千円） 

 
なお、当連結会計年度は、連結初年度にあたるため、前年同期との比較の記載は行っておりません。 

  

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。当連結会計年度の一般管理費は241百万円

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、仕入活動の抑制等により、

売上高、利益率の低下等の影響を受けたこともあり、営業利益は49百万円にとどまりました。 

  

③経常損失 

 支払利息92百万円、支払手数料20百万円を中心に営業外費用が120百万円となった結果、経常損失は64

百万円となりました。 

  

④当期純損失  

退職金制度廃止に伴い退職給付引当金戻入益９百万円計上、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、当期純損失は62百万円となりました。 

なお、当連結会計年度は、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。 

  

（次期の見通し） 

当社は平成22年３月期から平成24年３月期までにわたる「ラ・アトレ リバイバル期間」を終え、懸念

事項であった長期滞留在庫も一掃いたしました。今後は正常化した事業体制の下、適正な在庫回転率と利

益率を維持した経営を行ってまいります。 

しかしながら、長らく続いた業績低迷により財務体質及び企業体力が低下していることは否めず、資金

調達力の回復が業績向上の鍵となります。 

当面はリノベーションマンション販売業務を中心に展開することとなりますが、現在は商品在庫が不足

気味のため、企業体力の範囲内で足元を固めつつ着実に事業を遂行してまいります。 

その結果、平成25年３月期の連結業績につきましては、売上高2,000百万円（前期比35.1％減）、営業

利益127百万円（同156.3％増）、経常利益47百万円（前期は64百万円の赤字）、当期純利益47百万円（前

期は62百万円の赤字）を見込んでおります。 

  

セグメント
当連結会計年度

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日)

構成比

不動産販売事業 2,632,567 85.5%

（新築不動産販売部門） (159,800) 5.2%

（再生不動産販売部門） (2,472,767) 80.3%

不動産管理事業部門 361,188 11.7%

その他 86,222 2.8%

合計 3,079,978 100.0%
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①資産、負債及び資本の状況 

当連結会計年度における総資産は3,050百万円、負債は2,821百万円、純資産は228百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度は、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。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は80百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度は、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。 

 当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は891百万円となりました。その要因は、税金等調整前当期純損失62百万

円、たな卸資産の減少943百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により獲得した資金は６百万円となりました。その要因は、有価証券の償還による収入１百万円

等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は903百万円となりました。その要因は、短期借入金の減少673百万円、長期

借入金の返済による支出304百万円等によるものであります。 

  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）1.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しておりま

す。 

（注）２．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注）３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しています。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（注）４．当連結会計年度は、連結初年度にあたるため、前連結会計年度以前との比較の記載は行ってお

りません。 

  

  

（２）財政状態に関する分析

平成24年３月期

自己資本比率（％） 7.5

時価ベースの自己資本比率（％） 13.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 278.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.91
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当社では、株主の皆様への利益還元を経営の重要な政策の一つと考えており、配当については企業体

質の強化と将来の事業展開のため内部留保の充実に努めるとともに、業績に応じた配当を実施していく

ことを基本方針としております。 

当社の平成24年３月期の業績は、東日本大震災による商品在庫の不足や、欧州財政危機の影響による

購入意欲の減退等により、連結・単体ともに当期純損失を計上することとなり、連結で353百万円、単

体で293百万円の繰越損失を有しております。このような状況に鑑み、平成24年３月期の期末配当は誠

に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

また、次期の配当額についても、現在のところ無配を予定しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下には、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。 

また、事業上のリスクとして具体化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項を含め、投資判断

上重要と考えられる事項については、投資家及び株主に対する情報開示の観点から積極的に開示してお

ります。当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生の際の対応

に努力する方針でありますが、本項目の記載は当社の事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて

網羅するものではありません。当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容もあわせて慎重に

検討の上で行われる必要があると考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信

提出日（平成24年５月14日）現在において入手可能な情報から得られた当社の経営判断や予測に基づく

ものであります。 

  

① 経済情勢等の変動について 

当社の主力事業である不動産販売事業は、購買者の需要動向に左右される傾向があります。購買者

の需要動向は景気・金利・地価等の動向や住宅税制等に影響を受けやすく、所得見通しの悪化、金利

の上昇等があった場合には、購買者の住宅購入意欲の減退につながり、販売期間の長期化や販売在庫

の増大など、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、経済情勢の変化は事業用地の購入代金、建築費等の変動要因ともなり、これらが上昇した場

合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 競合の状況について 

当社は、主力事業である不動産販売事業において今までの経験と実績から、当社独自の仕入・販売

手法により、他社との競合の回避に努めております。  

しかしながら、当社の活動エリアである首都圏における競争は激しい状態にあります。今後の競合

他社の参入状況によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 不動産物件の引渡し時期等による業績の変動について 

当社の不動産販売にかかる売上計上方法は、物件の売買契約を締結した時点ではなく、物件の引渡

しを行った時点で売上を計上する引渡基準によっております。そのため、物件の引渡し時期及び規模

により、当社の四半期ごとの業績に変動が生じる可能性があります。  

  

④ 災害の発生及び地域偏在について 

地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災その他予想し得ない状況の発

生により引渡し時期が遅延した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は１都３県を中心に事業展開をしているため、当該地域における災害、首都圏経済の悪

化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 不動産物件の仕入について 

当社の主力事業である不動産販売事業においては、物件の仕入の成否が販売に直結するため、情報

収集力を強化し、収益性のある物件の確保に努める方針であります。しかしながら、不動産市況の変

（４）事業等のリスク
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化、物件の取得競争の激化等により優良な物件を仕入れることが困難となった場合には、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります 

  

⑥ 外部業者への工事の委託について 

当社は、不動産販売事業における建築工事、リニューアル・リノベーション等の工事を、当社の基

準に適合した外部業者を選定し委託しております。 

さらに、厳選した外部業者に委託した場合においても、品質及び工程管理のため当社社員が随時外

部業者との会議等に参加し、報告を受けるなど、当社の要求する品質、工期に合致するように確認作

業を行っております。 

しかしながら、工事現場における災害の発生、外部業者からの虚偽の報告、外部業者の倒産や契約

不履行等、当社が予期しない事態が発生し、工事の遅延や停止が発生した場合には、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 在庫リスクについて 

当社では事業展開に応じ商品の仕入を行っているため、たな卸資産を常時抱えております。 

当連結会計年度末現在の、販売用不動産の総資産に占める割合は11.9％となっております。 

不動産販売事業に際しては、過去の実績や経験等を活かした計画立案等によって想定される在庫リ

スクの排除に努めておりますが、販売状況が悪化して販売価格を下げた場合や、商品の仕入後におい

て開発行為や販売活動が長期化し、その間に土地価格等が下落した場合には、当社の業績及び資金繰

りに影響を与える可能性があります 

  

⑧ 金融機関からの借り入れ及び支払条件交渉について 

当社の不動産販売事業における物件の仕入代金は、主として金融機関等からの借入によっており、

当該借入金は、物件が販売されたときに返済する仕組みになっております。 

しかしながら、過去の不動産市況及び経済環境の悪化の影響を受け、過去に販売が完了した一部の

プロジェクトについては、借入残高が残っているものがあります。 

現在のところ、このような債務については金融機関が返済を猶予する姿勢で、期日の延長応じてい

ただいているため、当社の資金繰りに重大な影響は発生しておりませんが、今後金融機関の融資姿勢

に重大な変化が生、その残債について返済猶予をしてもらえない場合には当社の業績及び資金繰りに

影響を与える可能性があります。 

  

⑨ 有利子負債への依存について 

当社の物件仕入れは金融機関等からの借入に大きく依存しております。そのため、当連結会計年度

末現在における当社の総資産額に占める有利子負債の比率は81.5％となっております。 

従って、当社の経営成績は金利変動による影響を受けやすい財務体質となっているため、資金調達

手段の多様化及び自己資本の充実に努める予定でありますが、当面は、金利動向に著しい変化が生じ

た場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当連結会計年度末の有利子負債の状況は以下の通りであります（当社は当事業年度から連結

決算を採用しているため、前事業年度との比較を省略しております）。 
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⑩ 借入金にかかる確約条項について 

当社は、資金調達方法の一つとして金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借入を行っております

が、これらのうちには、純資産額を一定以上に維持することや経常損益が２期連続して損失にならな

いこと等を確約する条項が付されているものがあります。万が一当社の業績が悪化し、これらの条項

に抵触し、借入金の返済や担保の差し入れ等を行わなければならない状況になった場合には、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑪ 資金繰りリスクについて 

不動産市況の悪化等により自己資本の大幅な減少が発生した場合、当社の信用が悪化することによ

り金融機関等からの資金調達に支障をきたす可能性があります。そのような場合には財務体質強化の

ための資本増強を検討することも想定されます。 

そのような状況において資金調達が不調に終わった場合には当社の事業に重大な影響を及ぼす可能

性があり、資本の増強が行われた場合には既存株主の持株比率が希薄化する可能性があります。 

  

⑫ 固定資産の減損会計及びたな卸資産の評価損について 

当社は、平成18年３月期から固定資産の減損会計を適用しております。また、平成21年３月期から

は「棚卸資産の資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表分）を適

用しております。経済情勢や不動産市況の悪化等により当社が保有している固定資産またはたな卸資

産の価値が低下し、減損処理や評価損の計上が必要となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

⑬ 法的規制について 

当社の属する不動産業界は、国土利用計画法、宅地建物取引業法、建築基準法、建設業法、建築士

法、都市計画法、建物の区分所有等に関する法律、マンション管理適正化法、住宅の品質確保の促進

等に関する法律、金融商品取引法、不動産特定共同事業法、不動産投資顧問業登録規程等による、法

的規制を受けております。これらの法令が変更され、規制が強化された場合には当社の業績に影響を

金額 比率

有利子負債合計 2,486,064千円 81.5%

 短期借入金 455,800千円 14.9%

 １年内返済予定の長期借入金 714,268千円 23.4%

 長期借入金 1,309,270千円 42.9%

 １年内返済予定のリース債務 4,428千円 0.1%

 リース債務 2,296千円 0.1%

総資産額 3,050,354千円 100.0%
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及ぼす可能性があります。 

また、当社は、宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業者免許」、不動産投資顧問業登録規程

に基づく「一般不動産投資顧問業の登録」、金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業の登

録」、不動産特定共同事業法に基づく「不動産特定共同事業の許可」を受け事業を行っております。

当社は当該許認可の対象となる法令等の遵守に努めておりますが、将来何らかの法令違反となる事

態が発生し、当社の許認可の取消や業務の一時停止処分等を受けた場合には、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

ａ．宅地建物取引業者免許 

 免許番号：東京都知事（5）第61248号 

 有効期間：平成19年5月18日から平成24年5月17日まで 

（※）宅地建物取引業者免許の更新に伴い、平成24年５月18日からは免許番号及び有効期間が以下の

通り変更になります。 

 免許番号：東京都知事（6）第61248号 

 有効期間：平成24年5月18日から平成29年5月17日まで 

ｂ．一般建設業の許可 

 許可番号：東京都知事 許可（般―21）第111810号 

 有効期間：平成21年9月16日から平成26年9月15日まで 

 建設業の種類：内装仕上工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロッ

ク工事業 

ｃ．一般不動産投資顧問業の登録 

 登録番号：一般―第853号 

 種類：一般不動産投資顧問業 

 登録有効期間：平成23年5月10日から平成28年5月9日まで 

ｄ．第二種金融商品取引業の登録 

 登録年月日：平成19年9月30日 

 登録番号：関東財務局長（金商）第1643号 

ｅ．不動産特定共同事業の許可 

 許可年月日：平成20年1月15日 

 許可番号：東京都知事 第79号 

  

⑭ 不動産物件及び事業用地の欠陥・瑕疵について 

当社は、再生不動産売上部門における物件を購入する場合及び事業用地を仕入れる場合には、事前

にアスベストの使用の調査、土壌汚染・地中埋設物等の調査を必須としております。 

しかしながら、使用履歴や事前調査上は問題ない土地・建物であっても、購入後または分譲後に近

隣地域から土壌汚染物質が流入し土壌汚染問題が発生する等、不動産物件及び事業用地の欠陥・瑕疵

により、当社が予期しない形で対策・処置が求められた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

不動産における、権利、構造等に関する欠陥・瑕疵については、原則として売主が担保責任を負い

ますので、当社のリスクは回避されますが、何らかの理由で当社に欠陥・瑕疵の修復費用負担が生じ

た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑮ 個人情報の保護について 

当社は、事業活動を通じて個人情報を取得している他、当社の役職員に関する個人情報を有してお

ります。当社においては、「プライバシー・ポリシー」を顧客に対して配布するほか、ホームページ

上にも掲載しております。また、随時社員に対する個人情報保護の徹底を指示しており、個人情報の

取り扱いには細心の注意を払っております。 

しかしながら、将来何らかの理由により個人情報が当社から漏洩し、当社が適切な対応を行えず、

当社の信用力が失墜し、または損害賠償による損失が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

⑯ 組織体制について 

当社は、平成24年４月30日現在、役員及び従業員合計が25名となっております。今後も当社の事業

規模に応じた人員の確保を図るとともに、内部管理体制の強化・充実に努める方針であります。 

しかしながら、組織体制に応じた内部管理体制を構築することができなかった場合には、当社の業

績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑰ 特定人物への依存について 

当社は、創業以来現在に至るまで代表取締役である岡本英の経営判断・発想などに大きく依存して

おります。当社は、同人に依存しない組織的な経営体制を構築すべく、組織体制を整備するよう努め

ておりますが、そのような体制が構築される前に同人が何らかの理由により当社経営者としての業務

を遂行できなくなった場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

  

⑱ 人材の育成・確保について 

当社の主力事業である不動産販売事業においては、その事業活動において複雑な権利調整や近隣対

策などの特殊的な技能が要求される場合があります。当社は組織的に蓄積したノウハウをもって既存

社員各人の能力を向上させるとともに、外部から優秀な人材を確保することで、より効率的な事業運

営の実現に努める方針であります。しかしながら、これらの人材の育成・確保が予定通りに進まない

場合には、当社の業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑲ 新株予約権の権利行使による株式価値の希薄化について 

当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に従い、平成15年６月23日開催の定時株

主総会決議並びに平成15年12月17日及び平成16年３月15日開催の取締役会決議に基づき、当社取締

役、監査役及び従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対して新株予約権を付与しております。 

この新株予約権が権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性がありま

す。平成24年４月30日現在、この新株予約権による潜在株式数は352株であり、平成23年４月30日現

在の発行済株式総数19,672株の1.8％に相当しております 

  

⑳ 瑕疵担保責任について 

当社が不動産物件を販売した場合、瑕疵担保責任が生じます。特に新築住宅を販売した場合には、

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により構造耐力上主要な部分等について10年間責任を負い
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ます。当社では、仕入先及び施工を行った外注業者にアフターサービス保証を負担させる等のリス

ク回避に努めております。また、平成21年10月以降に引渡しを行った新築住宅については「特定住宅

瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、構造耐力上主要な部分等に対する瑕疵担保責

任を履行するための措置を講じております。 

再生不動産物件については、構造偽装等によるリーガルリスクを、当社独自の物件調査体制により

軽減しております。 

しかしながら、何らかの理由で当社供給物件に瑕疵が発覚し、当社が責任を負わなければならない

事態が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社は、当連結会計年度において当期純損失を62百万円計上いたしました。その結果、連結ベースの

次期繰越利益は353百万円のマイナスとなり、連結純資産額は228百万円へと縮小し、財務体質は脆弱に

なっております。また、当連結会計年度末の現預金残高も80百万円と、いずれも前事業年度末よりも悪

化しております。 

 一方、営業キャッシュフローは４期連続プラスになっており、たな卸資産の圧縮、借入金の縮減につ

いてはほぼ完了しております。 

 前事業年度までに低価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）の対象となった比較的高価格帯の

たな卸資産については、平成24年１月にすべて販売が完了し、当連結会計年度末時点において、たな卸

資産は当社の主力事業である「戸別リノベーションマンション」のみとなり、多額の含み損を抱える懸

念は解消されました。 

 金融機関との関係も非常に良好な状態が続いており、過去にプロジェクトにかかる物件の売却が完了

したにも関わらず金融機関に対する債務が残っているものについても、当該残債の返済については金融

機関に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。 

 このように、当連結会計年度においては東日本大震災の影響もあったことにより赤字を計上したもの

の、会社の内情は大きな改善を見ており、金融機関の協力のもと、借入の返済計画も当社の体力に応じ

た形で対応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。 

  

  

  

  

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社及び子会社１社（株式会社ラ・アトレレジデンシャル）により構成されており、

再生不動産及び新築不動産の仕入販売、賃貸不動産管理を中心に、不動産ソリューションビジネスを手掛

けております。 

当社及び子会社の主な事業は以下の通りです。 

２．企業集団の状況

社名 当社との関係 主な事業内容

株式会社ラ・アトレ 当社
再生不動産及び新築不動産の仕入販売、不動産管理、
その他不動産ソリューションビジネス

株式会社ラ・アトレレジデンシャル 連結子会社
再生不動産の事業企画及び販売、新築不動産の販売代
理、不動産仲介等
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（企業理念） 

私たちは多くの人々により支えられて存在している社会の一員であることを自覚し、それらの人々と

の日々の出会いを通して“魅力ある価値”を創造します。 

そして、たゆみない質の向上と地球環境との共生をベースに、社会のニーズを先取りした“魅力ある

商品・サービス”を創作し、多くの人々の豊かな魅力ある社会の実現に貢献します。 

（経営理念） 

当社では、目標とする経営指標として、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本比率を重視す

るとともに、株主価値の向上のために株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として位置づけてお

ります。 

  

当社は、創業時から、一つの事業に特化してナンバーワンを目指すのではなく、リスクを分散しなが

ら成長し、オンリーワン企業になることを目指し、一つの分野に特化しない「“脱・特化”型ビジネス

ポートフォリオ」による収益の多様化を確立してまいりました。 

 しかしながら、昨今の急激な経済環境の変化を踏まえ、中期的戦略としてリスク分散型の「脱・特

化」型のビジネスモデルを転換して、比較的リスクの低い「リノベーションマンション販売業務」「不

動産管理事業」を主力とし、経営の効率化の促進に注力することといたしました。 

リノベーションマンション販売業務は、流通している中古の１戸ずつのマンションを仕入れ、新築同様

の内装（リノベーション）を施して販売する事業であります。当事業は仕入れから販売までの期間が平

均３～４カ月と短く、資金回転効率が良いだけでなく、仕入れから販売までの期間が短いため物件の価

格変動リスクも限定的になっております。 

 このような不動産再生事業は、既存の住宅をリノベーションし魅力的な商品に再生する事業で、「住

生活基本法」の求める良質な住宅ストックの形成、住宅市場の環境整備に貢献するものであります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

１．既成のビジネスモデルに捉われず、新しい時代の新しい経済環境に即応し斬新で革命的なイノベ

ーション経営を考えることにより社員の叡智と創造力を高め、もって自由闊達な社風づくりと安定し

た成長を図るとともに社会との共存共栄を目指す。 

２．“住まいは人の心を創り人の生活を創る”ことを常に認識し、住まい本来の機能性や居住性の追

求はもちろんのこと、地域社会や環境と調和し、時代や流行の変化を先取りする洗練された魅力的な

商品を提供することにより、お客様のご要望に的確にお応えする経営を目指す。 

３．地域社会の生活を尊重したクリーンでフェアーな企業活動を通じて、“心豊かになるような住ま

い”を提供することにより、地域の住環境創りに寄与する経営を目指す。 

４．共に働く人々が、努力と研鑽を重ねることによって自分の能力を 大限に発揮することができ、

生き生きと輝き夢のある楽しい人生を送れるような職場環境作りを目指す。 

５．“お客様の満足度と社員の意欲が企業を支えるものである”ことを念頭に、利益の適切な還元を

図ることによって社会との調和のある経営を目指す。

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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 不動産管理事業は、自社保有不動産（収益用固定資産）の賃料収入、販売用不動産の賃料収入、サ

ブリース、集金代行によるフィービジネスであり、安定した収益源であります。 

 社内体制面では、「経営基盤の強化」を進めるために、コーポレートガバナンス及びコンプライアン

スの重要性、そして、多くの人々（ステークホルダー）と社会や自然環境に支えられて存在しているこ

とを常に認識し、人材の育成・登用、子会社の効果的な活用、M&Aや提携等による経営資源の拡充、内

部統制の強化、CSRへの取り組みにより「経営基盤の強化」を図ります。 

 以上が当社の中期的な経営戦略であります。 

  

平成23年３月11日の東日本大震災以降、液状化リスクの顕在化などによるマンション購入者の意識の

変化、首都圏直下型地震の予測報道の増加などにより、不動産業界を取り巻く環境は不透明感を増して

おります。 

 当社ではリーマン・ショック以前から事業リスクをできるだけ抑える経営にシフトしておりますが、

今後も引き続き比較的リスクの低いビジネスである「戸別リノベーションマンション販売事業」及び

「不動産管理事業」に経営資源を集中させる方針であります。 

① 戸別リノベーションマンション販売事業 

 戸別リノベーションマンション販売事業は、流通している中古の１戸ずつのマンションを仕入れ、新

築同様の内装（リノベーション）を施して販売する事業であります。当事業は仕入れから販売までの期

間が平均３～４ヶ月程度と短く、資金回転効率が良いだけでなく、仕入れから販売までの期間が短いた

め物件の価格変動リスクも限定的であります。 

 また、「住生活基本法」、「循環型社会形成推進基本法」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

等の法律が目指す持続可能な社会・循環型社会は、当事業を後押しするものであり、社会のニーズに合

致した事業といえます。 

 当社は、戸別リノベーションマンション販売会社のパイオニアとして、お客様のニーズを見据え、優

良な物件を綿密に調査したうえで仕入れを行い、質の高い業者を選定して優れた企画・デザイン・施工

を実現する管理体制を強化するとともに、更なる販売力の向上に努めてまいります。 

② 不動産管理事業 

 自社保有不動産（収益用固定資産）の賃料収入、販売用不動産の賃料収入、サブリース、集金代行に

よるフィービジネスは、安定した収益源であります。 

できるだけリスクを回避しつつ安定的に高収益を獲得できる不動産管理事業は今後も継続してまいりま

す。 

加えて、リーシング力の強化、入退去時の原状回復工事等の質の向上・効率化を含めた業務全体の効率

化、建物デューデリジェンス・維持管理能力の向上を図ってまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 ※1  80,632

売掛金 27,516

販売用不動産 ※1  364,254

前渡金 3,515

前払費用 11,838

その他 3,405

貸倒引当金 △900

流動資産合計 490,263

固定資産  

有形固定資産  

建物 ※1  1,326,729

減価償却累計額 △211,993

建物及び構築物（純額） 1,114,735

工具、器具及び備品 744

減価償却累計額 △512

工具、器具及び備品（純額） 232

土地 ※1  1,388,865

リース資産 13,272

減価償却累計額 △8,695

リース資産（純額） 4,576

有形固定資産合計 2,508,410

無形固定資産  

ソフトウエア 34

リース資産 1,670

無形固定資産合計 1,705

投資その他の資産  

出資金 6,260

長期貸付金 5,941

長期前払費用 9,209

長期預金 5,900

その他 22,664

投資その他の資産合計 49,975

固定資産合計 2,560,091

資産合計 3,050,354
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 77,420

短期借入金 ※1  455,800

1年内返済予定の長期借入金 ※1  714,268

リース債務 4,428

未払金 ※1  22,259

未払費用 7,016

未払法人税等 1,689

未払消費税等 353

前受金 5,398

預り金 4,558

前受収益 16,689

流動負債合計 1,309,884

固定負債  

長期借入金 ※1  1,309,270

リース債務 2,296

長期預り敷金保証金 94,630

その他 105,750

固定負債合計 1,511,947

負債合計 2,821,832

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 △353,199

自己株式 △1,607

株主資本合計 228,522

純資産合計 228,522

負債純資産合計 3,050,354
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 3,079,978

売上原価 2,687,221

売上総利益 392,757

販売費及び一般管理費 ※1  343,208

営業利益 49,549

営業外収益  

受取利息 111

受取配当金 163

雑収入 1,558

賞与引当金戻入額 1,500

消費税免除益 3,055

営業外収益合計 6,389

営業外費用  

支払利息 92,613

支払手数料 20,920

雑損失 7,256

営業外費用合計 120,789

経常損失（△） △64,851

特別利益  

退職給付引当金戻入額 ※2  9,637

特別利益合計 9,637

特別損失  

固定資産除却損 ※3  6,873

特別損失合計 6,873

税金等調整前当期純損失（△） △62,086

法人税、住民税及び事業税 360

法人税等合計 360

少数株主損益調整前当期純損失（△） △62,447

少数株主利益 －

当期純損失（△） △62,447
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △62,447

その他の包括利益 －

包括利益 △62,447

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 △62,447

少数株主に係る包括利益 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本  

資本金  

当期首残高 319,515

当期変動額  

新株の発行 －

当期変動額合計 －

当期末残高 319,515

資本剰余金  

当期首残高 263,813

当期変動額  

新株の発行 －

当期変動額合計 －

当期末残高 263,813

利益剰余金  

当期首残高 △289,901

当期変動額  

剰余金の配当 －

当期純損失（△） △62,447

連結範囲の変動 △850

当期変動額合計 △63,297

当期末残高 △353,199

自己株式  

当期首残高 △1,607

当期変動額  

自己株式の取得 －

当期変動額合計 －

当期末残高 △1,607

株主資本合計  

当期首残高 291,819

当期変動額  

新株の発行 －

剰余金の配当 －

当期純損失（△） △62,447

連結範囲の変動 △850

当期変動額合計 △63,297

当期末残高 228,522
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計  

当期首残高 291,819

当期変動額  

新株の発行 －

剰余金の配当 －

当期純損失（△） △62,447

連結範囲の変動 △850

当期変動額合計 △63,297

当期末残高 228,522
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △62,086

減価償却費 56,914

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,952

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500

受取利息及び受取配当金 △274

支払利息 92,613

支払手数料 20,920

売上債権の増減額（△は増加） △20,310

たな卸資産の増減額（△は増加） 943,323

仕入債務の増減額（△は減少） △57,422

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,525

固定資産除却損 6,873

その他 19,517

小計 973,090

利息及び配当金の受取額 274

利息の支払額 △81,710

法人税等の支払額 △359

営業活動によるキャッシュ・フロー 891,295

投資活動によるキャッシュ・フロー  

積立預金の預入による支出 △15,050

積立預金の払戻による収入 16,550

有価証券の償還による収入 1,999

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 1,523

その他 2,513

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,535

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） △673,560

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △304,028

リース債務の返済による支出 △6,217

財務活動によるキャッシュ・フロー △903,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,974

現金及び現金同等物の期首残高 86,262

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

44

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  80,332
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記
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１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 

１社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ラ・アトレレジデンシャル 

前連結会計年度において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は、重要性が増

したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項は有りません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

a その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償却原価法 

② たな卸資産 

販売用不動産 

評価基準は個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）につい

ては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物   15～40年 

工具、器具及び備品  8～20年 

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した会計年度の翌会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差

額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

  

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

平成20年３月31日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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ております。 

④ 長期前払費用 

定額法 

  

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 

  

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜き方式によっており、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産「その他」に計上し、5年間で均

等償却を行っております。 
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該当事項はありません。 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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※１  担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及びこれに対応する債務は以下のとおりであります。 

担保に供している資産 

 
担保付債務 

 
なお、当連結会計年度より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。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

現金及び預金 20,138千円

販売用不動産 364,254千円

建物 1,114,735千円

土地 1,388,865千円

計 2,887,994千円

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

短期借入金 455,800千円

１年内返済予定の長期借入金 673,756千円

長期借入金 1,138,800千円

未払金 69千円

計 2,268,426千円
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※１ 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。 

  

 
※２  退職給付引当金戻入益の内容は、次のとおりであります。 

 
 退職給付引当金戻入益は、退職給付制度の終了によるものであります。 

  

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

 
  

なお、当連結会計年度より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。  

  

  

  

  

  

(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

販売手数料 65,952千円

広告宣伝費 27,768千円

役員報酬 34,532千円

従業員給与手当 80,148千円

手数料 29,171千円

減価償却費 5,710千円

賃借料 23,781千円

退職給付費用 1,430千円

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

 退職給付引当金戻入益 9,637千円

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

建物（建物附属設備） 5,317千円

構築物 94千円

工具、器具及び備品 150千円

リース資産 1,113千円

その他 197千円

計 6,873千円
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

  

  

  

２．自己株式に関する事項 

 
  

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  該当事項はありません。 

なお、当連結会計年度は、連結初年度にあたるため、前連結会計年度の(連結株主資本等変動計算書関係)

注記は記載しておりません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 19,672 ― ― 19,672

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 52 ― ― 52
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※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。 

 
なお、当連結会計年度より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。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金 80,632千円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△300千円

現金及び現金同等物 80,332千円
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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。 

 当社は事業部門、管理部門を基礎とした事業区分別セグメントから構成されており、「新築不動産販

売部門」、「再生不動産販売部門」及び「不動産管理事業部門」の3つを報告セグメントとしておりま

す。 

「新築不動産販売部門」は、新築マンション買取再販業務、デベロップメント業務、ランドプロジェク

ト業務における仕入、販売を主に行っております。「再生不動産販売部門」は、戸別リノベーションマ

ンション販売業務、一棟リノベーション分譲業務、インベストメントプロジェクト業務における仕入、

内装、販売を主に行っております。「不動産管理事業部門」は、固定資産として保有する不動産の賃貸

管理、販売用不動産として所有する転売前物件のテナント等の賃貸管理、オーナーから借り上げたマン

ションのサブリース、オーナーから管理委託を受けた賃貸管理代行を主に行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。  

  

(セグメント情報等)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３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、リフォーム事業、仲介事業、損害

保険の代理店事業等を含んでおります。 

  

(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 2,472,767 361,188 2,993,756 86,222 3,079,978

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― 73,720 73,720

計 159,800 2,472,767 361,188 2,993,756 159,943 3,153,699

セグメント利益又は損失（△） △3,212 26,096 80,455 103,339 144,794 248,133

セグメント資産 1,001 379,928 2,534,848 2,915,778 22,413 2,938,191

セグメント負債 52 542,370 1,903,231 2,445,654 2,938 2,448,592

その他の項目

  減価償却費 ― ― 51,203 51,203 ― 51,203

 支払利息 3,628 39,243 43,519 86,391 ― 86,391

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

― ― 235,253 235,253 ― 235,253
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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。 

 
（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現預金及び固定資産であります。 

 
（注）全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない有利子負債であります。 

 
（注）減価償却費の調整額は全社資産に係る減価償却費であります。支払利息の調整額は運転資金借入に伴う支払利

(単位：千円)

売上高 当連結会計年度

報告セグメント計 2,993,756

「その他」の区分の売上高 159,943

セグメント間取引消去 △73,720

連結財務諸表の売上高 3,079,978

(単位：千円)

利益 当連結会計年度

報告セグメント計 103,339

「その他」の区分の利益 144,794

セグメント間取引消去 △63,473

全社費用(注) △249,511

連結財務諸表の経常損失（△） △64,851

(単位：千円)

資産 当連結会計年度

報告セグメント計 2,915,778

「その他」の区分の資産 22,413

全社資産(注) 112,163

連結財務諸表の資産合計 3,050,354

(単位：千円)

負債 当連結会計年度

報告セグメント計 2,445,654

「その他」の区分の負債 2,938

全社負債(注) 373,239

連結財務諸表の負債合計 2,821,832

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 ― 51,203 ― ― ― 5,710 ― 56,914

支払利息 ― 86,391 ― ― ― 6,221 ― 92,613

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

― 235,253 ― ― ― ― ― 235,253
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息であります。 

なお、当連結会計年度より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。 
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当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。 

 (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報) 

該当事項はありません。 

 (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報) 

該当事項はありません。  

 (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報) 

該当事項はありません。 

(関連情報)
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(注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失が発生しているため記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
なお、当連結会計年度より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株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 11,647.41円

１株当たり当期純損失金額（△） △3,182.82円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

―

項目
当連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失(千円) △62,447

 普通株主に帰属しない金額(千円) ―

 普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △62,447

 普通株式の期中平均株式数(株) 19,620

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

平成15年12月17日取締役会決議
ストックオプション（新株予約権） 
新株予約権の数 4個（16株） 
平成16年３月15日取締役会決議新株予
約権の数 84個（336株）

項目
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 228,522

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 228,522

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

19,620
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  89,062 ※1  80,506

売掛金 7,206 27,516

有価証券 1,999 －

販売用不動産 ※1  1,552,478 ※1  310,568

前渡金 9,217 3,515

前払費用 20,842 10,081

立替金 59 ※2  50,028

その他 1,833 2,084

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 1,681,798 483,400

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,160,462 ※1  1,326,729

減価償却累計額 △167,150 △211,993

建物（純額） 993,311 1,114,735

構築物 350 －

減価償却累計額 △241 －

構築物（純額） 108 －

工具、器具及び備品 1,902 744

減価償却累計額 △1,412 △512

工具、器具及び備品（純額） 489 232

土地 ※1  1,332,236 ※1  1,388,865

リース資産 17,202 13,272

減価償却累計額 △8,268 △8,695

リース資産（純額） 8,933 4,576

有形固定資産合計 2,335,079 2,508,410

無形固定資産   

ソフトウエア 138 34

リース資産 3,234 1,670

その他 197 －

無形固定資産合計 3,569 1,705

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 6,230 6,230

長期貸付金 6,297 5,941

長期前払費用 11,391 9,209

長期預金 4,900 5,900

その他 39,696 19,342
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産合計 78,515 56,623

固定資産合計 2,417,164 2,566,739

資産合計 4,098,963 3,050,139

負債の部   

流動負債   

買掛金 134,843 72,987

短期借入金 ※1  1,137,004 ※1  410,800

1年内返済予定の長期借入金 ※1  351,063 ※1  714,268

リース債務 ※1  5,254 ※1  4,428

未払金 ※1  7,976 ※1  15,112

未払費用 11,868 5,326

未払法人税等 900 1,620

未払消費税等 3,878 353

前受金 8,328 3,900

預り金 7,446 4,391

前受収益 19,468 16,689

賞与引当金 1,500 －

その他 226 －

流動負債合計 1,689,760 1,249,878

固定負債   

長期借入金 ※1  1,896,504 ※1  1,309,270

リース債務 ※1  7,688 ※1  2,296

退職給付引当金 21,952 －

長期預り敷金保証金 114,739 94,630

その他 76,500 105,750

固定負債合計 2,117,383 1,511,947

負債合計 3,807,144 2,761,826

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,515 319,515

資本剰余金   

資本準備金 263,813 263,813

資本剰余金合計 263,813 263,813

利益剰余金   

繰越利益剰余金 △289,901 △293,408

利益剰余金合計 △289,901 △293,408

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 291,819 288,313

純資産合計 291,819 288,313

負債純資産合計 4,098,963 3,050,139
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

新築物件売上高 892,580 159,800

再生不動産売上高 4,078,370 2,472,767

不動産管理売上高 424,075 361,052

その他売上高 31,625 81,401

売上高合計 5,426,652 3,075,021

売上原価   

新築物件売上原価 892,951 154,649

再生不動産売上原価 3,880,875 2,291,714

不動産管理売上原価 244,972 230,868

その他売上原価 23,319 9,988

売上原価合計 5,042,118 2,687,221

売上総利益 384,534 387,800

販売費及び一般管理費 ※1  527,497 ※1  290,467

営業利益又は営業損失（△） △142,962 97,332

営業外収益   

受取利息 137 111

受取配当金 99 163

業務委託収入 － ※2  12,610

雑収入 5,284 1,558

賞与引当金戻入額 － 1,500

営業外収益合計 5,521 15,944

営業外費用   

支払利息 122,704 91,852

社債利息 1,548 －

社債発行費 791 －

支払手数料 30,794 20,148

雑損失 13,820 7,256

営業外費用合計 169,660 119,257

経常損失（△） △307,101 △5,980

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,971 －

違約金収入 ※3  21,000 －

退職給付引当金戻入額 － ※4  9,637

特別利益合計 22,971 9,637

特別損失   

固定資産売却損 ※5  51,545 －

固定資産除却損 － ※6  6,873

社債発行費償却 5,311 －

特別損失合計 56,857 6,873
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

税引前当期純損失（△） △340,987 △3,216

法人税、住民税及び事業税 290 290

法人税等合計 290 290

当期純損失（△） △341,277 △3,506
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ａ 新築物件売上原価  

 
(注)原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  

ｂ 再生不動産売上原価 

 
(注)原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

  

ｃ 不動産管理売上原価 

 
  

ｄ その他売上原価  

売上原価明細書

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 不動産取得費 606,957 67.9 145,878 94.3

Ⅱ 外注費 232,310 26.0 4,683 3.0

Ⅲ 経費 15,683 1.8 4,087 2.7

Ⅳ たな卸資産評価損 38,000 4.3 ― ―

  新築物件売上原価 892,951 100.0 154,649 100.0

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 不動産取得費 3,167,334 81.7 1,891,024 82.5

Ⅱ 外注費 490,449 12.6 325,401 14.2

Ⅲ 経費 117,191 3.0 75,288 3.3

Ⅳ たな卸資産評価損 105,900 2.7 ― ―

  再生不動産売上原価 3,880,875 100.0 2,291,714 100.0

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 賃借料 120,743 49.3 109,843 47.6

Ⅱ 減価償却費 46,264 18.9 51,203 22.2

Ⅲ その他 77,964 31.8 69,821 30.2

  不動産管理売上原価 244,972 100.0 230,868 100.0

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)
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Ⅰ 外注費 23,067 98.9 9,917 99.3

Ⅱ 経費 251 1.1 71 0.7

  その他売上原価 23,319 100.0 9,988 100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 319,515 319,515

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 319,515 319,515

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 263,813 263,813

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 263,813 263,813

資本剰余金合計   

当期首残高 263,813 263,813

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 263,813 263,813

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 51,375 △289,901

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △341,277 △3,506

当期変動額合計 △341,277 △3,506

当期末残高 △289,901 △293,408

利益剰余金合計   

当期首残高 51,375 △289,901

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △341,277 △3,506

当期変動額合計 △341,277 △3,506

当期末残高 △289,901 △293,408

自己株式   

当期首残高 △1,607 △1,607

当期変動額   

自己株式の取得 － －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1,607 △1,607

株主資本合計   

当期首残高 633,096 291,819

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △341,277 △3,506

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 △341,277 △3,506

当期末残高 291,819 288,313

純資産合計   

当期首残高 633,096 291,819

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △341,277 △3,506

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 △341,277 △3,506

当期末残高 291,819 288,313
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償却原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 

評価基準は個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）。 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。但し、平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備は除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 
また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5％に到達した会計年度の翌会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘価額との差額を

5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

 
(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

平成20年３月31日以前に契約をした、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

（4）長期前払費用 

  定額法 

  

４．繰延資産の処理方法 

前事業年度 

（1）社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。但し、不動産購入資金を社債発行によって、調達する場合にお

いては、社債の償還期間にわたり、利息法により償却する方法によっております。 

当事業年度 

（1）社債発行費 

（５）重要な会計方針

建物 15～40年

工具、器具及び備品 8～20年
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      ― 

  

５．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。 

  

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜き方式によっており、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産「その他」に計上し、5年間で均

等償却を行っております。 
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（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 

（６）重要な会計方針の変更
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※１  担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。 

担保に供している資産 

 
担保付債務 

 
※２関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 

 
  

  

  

※３  偶発債務 

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

（７）個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

現金及び預金 20,134千円 20,138千円

販売用不動産 1,552,478千円 310,568千円

建物 987,314千円 1,114,735千円

土地 1,332,236千円 1,388,865千円

計 3,892,164千円 2,834,308千円

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

短期借入金 1,129,360千円 410,800千円

１年内返済予定の長期借入金 303,101千円 673,756千円

長期借入金 1,758,012千円 1,138,800千円

未払い金 ―千円 4千円

リース契約 1,489千円 ―千円

計 3,191,963千円 2,223,361千円

前事業年度 
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

立替金 ― 立替金 48,789千円

計 ― 計 48,789千円

前事業年度 
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

株式会社ラ・アトレレ
ジデンシャル

―
株式会社ラ・アトレ
レジデンシャル

45,000千円

計 ― 計 45,000千円

㈱ラ･アトレ（8885）　平成24年３月期 決算短信

-51-



※１  販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりであります。 

 
  

※２  各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
  

※３  違約金の内容は、次のとおりであります。 

 
違約金は、不動産販売契約の解約に伴う違約金収入であります。 

  

※４ 退職給付引当金戻入益の内容は、次のとおりであります。 

 
 退職給付引当金戻入益は、退職給付制度の終了によるものであります。 

※５  固定資産売却損の内容は、次の通りであります。 

 
  

※６  固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

販売手数料 137,606千円 76,078千円

広告宣伝費 38,203千円 1,531千円

業務委託費 ―千円 63,473千円

役員報酬 47,730千円 25,122千円

従業員給与手当 152,403千円 25,522千円

賞与引当金繰入額 1,500千円 ―千円

手数料 23,350千円 28,504千円

減価償却費 6,162千円 5,710千円

賃借料 26,251千円 11,212千円

退職給付費用 3,016千円 1,430千円

おおよその割合

販売費 35% 50％

一般管理費 65% 50％

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

業務委託収入 千円― 12,610千円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

違約金 21,000千円 ―千円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

 退職給付引当金戻入益 ―千円 9,637千円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物及び土地 51,545千円 ―千円

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物（建物附属設備） ― 5,317千円

構築物 ― 94千円

工具、器具及び備品 ― 150千円
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リース資産 ― 1,113千円

その他 ― 197千円

計 ―千円 6,873千円
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前事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

 
  

当事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

自己株式に関する事項 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 52 ― ― 52

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 52 ― ― 52
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(注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失が発

生しているため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 14,873.57円 14,694.86円

１株当たり当期純利益金額 △17,394.35円 △178.71円

項目
前事業年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失金額（△）

  当期純損失（△）(千円) △341,277 △3,506

  普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

  普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △341,277 △3,506

  普通株式の期中平均株式数(株) 19,620 19,620

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

平成15年12月17日取締役
会決議 
ストックオプション（新
株予約権） 
新株予約権の数 6個（24
株） 
平成16年３月15日取締役
会決議 
新株予約権の数 114個
（456株）

平成15年12月17日取締役
会決議 
ストックオプション（新
株予約権） 
新株予約権の数 4個（16
株） 
平成16年３月15日取締役
会決議 
新 株 予 約 権 の 数  84 個
（336株）

項目
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度 

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 291,819 288,313

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 291,819 288,313

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

19,620 19,620
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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①生産実績 

 該当事項はありません。 

  

  

 
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

   2.契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約時から引き渡し時の

間で、契約内容に変更等が出た場合、実際の売上計上金額と差異が出る可能性があります。 

  

  

 
(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.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

②受注状況

事業の種類別セグメント 受注高(千円) 受注残高(千円)

新築不動産販売部門 159,800 ―

再生不動産販売部門 2,430,301 101,895

合計 2,590,101 101,895

③販売実績

事業の種類別セグメント 販売高(千円)

新築不動産販売部門 159,800

再生不動産販売部門 2,472,767

不動産管理事業部門 361,188

その他 86,222

合計 3,079,978

（２）役員の異動
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