
  

１．平成25年５月期第１四半期の連結業績（平成24年６月１日～平成24年８月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日） 

  

  

    
 

   平成25年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年10月４日

上場会社名  株式会社インテリックス 上場取引所   東

コード番号  8940 ＵＲＬ   http://www.intellex.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  山本 卓也

問合せ先責任者 （役職名）  専務取締役 （氏名）  鶴田 豊彦 ＴＥＬ   03-5766-7639

四半期報告書提出予定日  平成24年10月12日 配当支払開始予定日  －

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無     

  (百万円未満切捨て)

（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５月期第１四半期  6,522 △1.7  44 △39.8 △82  － △58 －

24年５月期第１四半期  6,634 △2.3  73 △84.7 △74  － △48 －

（注）包括利益 25年５月期第１四半期 △59百万円（ ％） －   24年５月期第１四半期 △47百万円 （ ％） －

  
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５月期第１四半期 △772.33 －

24年５月期第１四半期 △643.69 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％

25年５月期第１四半期  18,677  5,841  31.1

24年５月期  20,787  5,901  28.2

（参考）自己資本 25年５月期第１四半期 5,801百万円   24年５月期 5,861百万円 

  
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５月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年５月期  －     
25年５月期（予想）   0.00 － 800.00  800.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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）  12,299  △8.8  316  199.5  57 －  42  －  558.16

通期  25,489  △7.6  865  63.7  331 －  241  －  3,208.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（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]３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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年５月期１Ｑ 75,427株 24年５月期 75,427株

②  期末自己株式数 25年５月期１Ｑ －株 24年５月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 75,427株 24年５月期１Ｑ 75,300株

 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が実施中であります。

 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って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。
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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６月１日～平成24年８月31日）におけるわが国経済は、震災の復興需要に

よる景気押し上げが期待されるものの、企業、家計ともに景況感は弱く、また、外需では円高、欧州債務問題に加

え、米国・中国の景気減速懸念もあり、不透明感が依然として払拭されない状況でありました。 

首都圏における中古マンションの成約件数は、（財）東日本不動産流通機構によりますと、当該3ヶ月間におい

て、前年同期に比べ12.2％増となりました。これは、前期に震災の影響による取引停滞の時期があった反動であり

ます。また、成約価格につきましては、当四半期末（平成24年8月）において、前年同期に比べ2.5％下回り、価格

の底打ち感が未だみられない状況となりました。 

当社グループでは、不透明な景況感を考慮し、前期に引き続き保有物件の早期売却と、より厳選した仕入れの推

進により、在庫リスクの低減を図ってまいりました。 

主たる事業でありますリノヴェックスマンションの販売は、件数では前年同期を上回った（294件、前年同期比

10件増）ものの、平均販売価格が、相場下落に伴い前年同期を6.0%下回りました。その結果、リノヴェックスマン

ション販売による売上高は、前年同期を2.7％下回り、グループ全体としましても、売上高は前年同期を1.7％下回

りました。 

また、利益面では、棚卸評価損が前年同期より減少（84百万円、前年同期比32.7%減）したものの、物件の早期

売却に向けた販売価格の調整もあり、各利益とも前年同期を下回りました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高が65億22百万円（同1.7％減）となり、営業利益

が44百万円(同39.8％減)、経常損失82百万円(前年同期：経常損失74百万円)、四半期純損失58百万円(同：四半期純

損失48百万円)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。 

（中古マンション再生流通事業 〔リノヴェックスマンション事業〕） 

当事業部門において、既述のとおりリノヴェックスマンションの販売件数が294件（前年同期比10件増）、平均

販売価格が2,122万円（同6.0％減）となり、物件販売による売上高は62億41百万円（同2.7％減）となりました。ま

た、マンションによる賃貸収入売上は、保有する賃貸物件数が減少したことにより売上高が65百万円（同11.5％

減）となりました。 

これらの結果、当事業部門における売上高は63億15百万円（同2.8％減）、営業利益は80百万円（同24.8％減）

となりました。 

  

（その他不動産事業） 

当事業部門において、その他不動産（ビル、戸建、土地等）の物件販売による売上高は63百万円（前年同期は実

績なし）となりました。また、その他不動産による賃貸収入の売上高は1億8百万円（同13.8％減）、その他収入の

売上高は、リノベーション工事請負事業でありますエコキューブ事業等の伸張により35百万円（同177.5％増）とな

りました。 

これらの結果、当事業部門の売上高は2億6百万円（同49.5％増）、営業利益は69百万円（同5.2％減）となりま

した。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が186億77百万円（前連結会計年度末比21億10百万円

減）、負債が128億36百万円（同20億50百万円減）、純資産は58億41百万円（同59百万円減）となりました。 

資産の主な減少要因は、仕入が減少したことによりたな卸資産が14億円減少し、また、収益物件の売却等により

固定資産が6億79百万円減少したこと等によるものであります。 

負債の主な減少要因は、短期借入金が6億39百万円、1年内返済予定の長期借入金が6億61百万円、長期借入金が5

億73百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

また、純資産の主な減少要因は、四半期純損失58百万円を計上したことによるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年５月期の連結業績予想は、平成24年７月13日付「平成24年５月期決算短信」で公表いたしました数値に

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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更  

（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６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。 

 なお、この変更が損益に与える影響は軽微であります。  

   

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５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 968,268 928,279

売掛金 14,955 20,056

販売用不動産 11,712,770 10,669,303

仕掛販売用不動産 2,441,673 2,084,247

前渡金 133,800 166,314

繰延税金資産 132,962 127,188

その他 156,369 136,114

貸倒引当金 △2,907 △3,660

流動資産合計 15,557,892 14,127,844

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,216,049 868,173

土地 2,960,656 2,529,666

その他（純額） 8,413 48,604

有形固定資産合計 4,185,120 3,446,444

無形固定資産   

借地権 467,663 467,663

その他 4,823 4,616

無形固定資産合計 472,486 472,279

投資その他の資産   

投資有価証券 68,830 67,350

繰延税金資産 187,896 220,175

その他 331,880 359,861

貸倒引当金 △16,108 △15,969

投資その他の資産合計 572,498 631,418

固定資産合計 5,230,105 4,550,142

資産合計 20,787,997 18,677,987

負債の部   

流動負債   

買掛金 310,253 204,518

短期借入金 7,389,849 6,750,713

1年内償還予定の社債 35,000 35,000

1年内返済予定の長期借入金 2,734,262 2,072,824

未払法人税等 34,342 6,155

前受金 102,557 95,271

アフターサービス保証引当金 16,967 18,845

その他 382,357 362,298

流動負債合計 11,005,588 9,545,627

㈱インテリックス（8940）平成25年５月期 第１四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

固定負債   

社債 180,000 162,500

長期借入金 3,256,570 2,682,837

その他 444,556 445,630

固定負債合計 3,881,127 3,290,968

負債合計 14,886,715 12,836,595

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,659,586 1,659,586

資本剰余金 1,768,435 1,768,435

利益剰余金 2,445,889 2,387,634

株主資本合計 5,873,911 5,815,656

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,580 △14,060

その他の包括利益累計額合計 △12,580 △14,060

新株予約権 39,950 39,795

純資産合計 5,901,282 5,841,391

負債純資産合計 20,787,997 18,677,987
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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６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 6,634,026 6,522,400

売上原価 5,965,392 5,901,549

売上総利益 668,633 620,850

販売費及び一般管理費 595,472 576,784

営業利益 73,161 44,066

営業外収益   

受取利息 66 73

受取配当金 1,955 1,851

違約金収入 3,380 3,300

業務受託料 2,250 1,350

その他 3,260 4,360

営業外収益合計 10,911 10,935

営業外費用   

支払利息 131,541 108,331

支払手数料 22,007 18,866

持分法による投資損失 2,959 －

その他 2,468 10,549

営業外費用合計 158,977 137,748

経常損失（△） △74,903 △82,745

特別利益   

固定資産売却益 － 1,329

新株予約権戻入益 － 155

特別利益合計 － 1,484

特別損失   

固定資産処分損 － 2,602

特別損失合計 － 2,602

税金等調整前四半期純損失（△） △74,903 △83,863

法人税、住民税及び事業税 9,571 1,069

法人税等調整額 △36,006 △26,678

法人税等合計 △26,434 △25,608

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,469 △58,254

四半期純損失（△） △48,469 △58,254
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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６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △48,469 △58,254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 740 △1,480

その他の包括利益合計 740 △1,480

四半期包括利益 △47,729 △59,734

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,729 △59,734

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱インテリックス（8940）平成25年５月期 第１四半期決算短信

- 7 -



 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）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）重要な後発事象
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