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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 2,479 △4.7 △332 ― △437 ― △296 ―
24年3月期第1四半期 2,602 △24.6 84 ― △57 ― △57 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △306百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △57百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △19.21 ―
24年3月期第1四半期 △3.73 ―

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

25年3月期第1四半期 47,276 26,158 55.3 1,695.14
24年3月期 52,001 26,658 51.3 1,727.50
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  26,158百万円 24年3月期  26,658百万円

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

24年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

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）

（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

第2四半期(累計) 6,350 △12.9 △200 ― △450 ― △550 ― △35.64
通期 24,000 12.4 2,850 4.2 2,400 9.0 1,400 16.1 90.72



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 (３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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「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。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 15,465,600 株 24年3月期 15,465,600 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 33,860 株 24年3月期 33,916 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,431,712 株 24年3月期1Q 15,431,777 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、復興需要等を背景に

企業の設備投資や個人消費に回復傾向が見られたものの、欧州における財政不安の長期化、海外経済の停滞等をはじ

め、円高の進行や長引くデフレ、消費税増税問題等により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 当社グループの属する不動産業界におきましては、低金利や住宅ローン減税、贈与税非課税枠の延長等の各種住宅

需要促進施策の効果等により、近畿圏の新築分譲マンションの契約率は平成24年３月から４ヶ月連続で75％を上回る

とともに、平成24年６月には81.6％と、５年10ヶ月ぶりに80％を超えて推移するなど比較的安定的に推移してまいり

ました。 

 このような状況のもと、当社の主力事業であります不動産販売事業におきましては、新規発売物件の販売が好調に

推移するとともに、完成在庫の販売・引渡、全社的コスト削減に継続して取り組み収益の確保に努めてまいりまし

た。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は24億79百万円（前年同期比4.7％減）、連結営業損失は

３億32百万円（前年同期は連結営業利益84百万円）、連結経常損失は４億37百万円（前年同期は連結経常損失57百万

円）、連結四半期純損失は２億96百万円（前年同期は連結四半期純損失57百万円）となりました。 

 なお、当社グループの主力事業であります不動産販売事業においては、引渡基準を採用しており、マンションの売

買契約成立時ではなく、マンションの顧客への引渡をもって売上が計上されます。例年、マンションの引渡時期が特

定の四半期（当期は第４四半期）に偏重する傾向があり、各四半期の売上高及び利益水準は著しく相違する傾向にあ

ります。  

 セグメント業績は次のとおりであります。  

 不動産販売事業におきましては、売上高は18億19百万円（前年同期比12.6％減）、セグメント損失は３億５百万円

（前年同期はセグメント利益１億４百万円）となりました。 

 その他につきましては、売上高は６億60百万円（前年同期比27.0％増）、セグメント利益は１億35百万円（前年同

期比11.0％増）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて47億25百万円減少して472億76百万円となりまし

た。主な要因は現金及び預金の減少52億６百万円及びたな卸資産の増加７億18百万円によるものです。 

 純資産は４億99百万円減少して261億58百万円となりました。この結果、自己資本比率は55.3％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期（連結・個別）の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表しました業績予想に変更はあ

りません。 

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計方針の変更 

  （減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,955,466 7,748,745

売掛金 434,653 102,665

販売用不動産 12,744,393 13,275,925

仕掛販売用不動産 18,904,104 19,090,827

繰延税金資産 1,240,235 1,420,236

その他 394,502 353,233

流動資産合計 46,673,356 41,991,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,524,569 1,507,567

土地 2,876,971 2,876,971

リース資産（純額） 179,928 180,039

その他（純額） 60,317 58,024

有形固定資産合計 4,641,786 4,622,603

無形固定資産 55,568 54,603

投資その他の資産   

投資有価証券 148,566 137,797

長期預金 200,000 200,000

繰延税金資産 66,237 59,429

その他 216,282 210,184

投資その他の資産合計 631,086 607,411

固定資産合計 5,328,441 5,284,618

資産合計 52,001,797 47,276,252
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,365,517 63,253

短期借入金 517,714 1,295,914

1年内返済予定の長期借入金 4,686,410 8,756,899

リース債務 34,929 35,760

未払法人税等 772,400 33,131

前受金 480,860 953,796

賞与引当金 160,656 82,096

その他 696,246 511,540

流動負債合計 11,714,735 11,732,392

固定負債   

社債 120,000 120,000

長期借入金 12,434,314 8,215,215

リース債務 185,413 183,566

退職給付引当金 124,763 125,092

役員退職慰労引当金 257,562 234,000

その他 506,835 507,079

固定負債合計 13,628,888 9,384,952

負債合計 25,343,624 21,117,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,983,000 1,983,000

資本剰余金 2,871,496 2,871,434

利益剰余金 21,854,501 21,365,106

自己株式 △61,898 △61,795

株主資本合計 26,647,099 26,157,745

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,073 1,161

その他の包括利益累計額合計 11,073 1,161

純資産合計 26,658,173 26,158,906

負債純資産合計 52,001,797 47,276,252
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,602,070 2,479,699

売上原価 1,588,474 1,687,130

売上総利益 1,013,595 792,568

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 194,476 300,200

給料及び賞与 358,890 374,403

賞与引当金繰入額 76,767 81,725

退職給付費用 12,815 14,142

役員退職慰労引当金繰入額 687 3,437

租税公課 37,187 50,921

減価償却費 16,527 16,255

その他 231,315 284,292

販売費及び一般管理費合計 928,668 1,125,379

営業利益又は営業損失（△） 84,927 △332,810

営業外収益   

受取利息 774 299

保証金敷引収入 5,021 2,737

助成金収入 450 5,040

その他 4,385 6,503

営業外収益合計 10,631 14,580

営業外費用   

支払利息 138,802 118,252

その他 13,792 946

営業外費用合計 152,594 119,199

経常損失（△） △57,036 △437,429

税金等調整前四半期純損失（△） △57,036 △437,429

法人税、住民税及び事業税 28,965 30,804

法人税等調整額 △28,464 △171,735

法人税等合計 500 △140,930

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △57,536 △296,498

四半期純損失（△） △57,536 △296,498
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △57,536 △296,498

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22 △9,912

その他の包括利益合計 △22 △9,912

四半期包括利益 △57,559 △306,411

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △57,559 △306,411

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

    

 該当事項はありません。  

    

（セグメント情報） 

Ⅰ  前第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  

（注）１．「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、不動産賃貸事業、不動産管

理事業、電力管理事業、建設・リフォーム事業及び不動産仲介事業等を含んでおります。 

   

２．セグメント利益の調整額△283,456千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△283,456千

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。 

  

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常損失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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれんの発生益） 

  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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

不動産 
販売事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,082,460  2,082,460  519,610  2,602,070  －  2,602,070

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  9,909  9,909  △9,909  －

計  2,082,460  2,082,460  529,520  2,611,980  △9,909  2,602,070

セグメント利益  104,287  104,287  122,133  226,420  △283,456  △57,036
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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  

（注）１．「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、不動産賃貸事業、不動産管

理事業、電力管理事業、建設・リフォーム事業及び不動産仲介事業等を含んでおります。 

   

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△267,284千円には、各報告セグメントに配分していない全社

費用△267,284千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。 

  

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常損失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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

 （のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

 （重要な負ののれんの発生益） 

  該当事項はありません。 

  

  

   

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

不動産 
販売事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  1,819,581  1,819,581  660,117  2,479,699  －  2,479,699

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  5,695  5,695  △5,695  －

計  1,819,581  1,819,581  665,812  2,485,394  △5,695  2,479,699

セグメント利益又は損失

（△） 
 △305,765  △305,765  135,620  △170,144  △267,284  △437,429
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