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(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第２次安倍内閣の経済政策により、円安・株高が進んでお

り、デフレ経済脱却による景気回復に対して期待感が高まっておりますが、雇用情勢や所得環境には依然として厳

しさが残っており、全体としては先行き不透明感が拭えない状況が続いております。 

当不動産業界におきましては、大幅な金融緩和政策により、資金調達環境が改善していることを背景として、不

動産取引は回復基調で推移しております。また、都心部の新築分譲マンション契約率につきましては、住宅ローン

減税政策等の住宅取得支援制度が継続して実施されていることから、堅調に推移いたしました。 

このような状況におきまして、当社グループは、「既成概念や枠にとらわれず、常に創意工夫をし、都市と人間

の 適な環境創造を通じて社会に貢献する」という経営理念に基づき、都心部を中心として顧客のニーズに合致し

た分譲マンションを適正価格で供給してまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高25,260百万円（前年同期比113.6％増）、営業利益

6,856百万円（同99.2％増）、経常利益6,851百万円（同100.5％増）、四半期純利益3,937百万円（同96.3％増）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。 

（不動産販売事業） 

不動産販売事業におきましては、ワンルームマンション「プレサンスシリーズ」のプレサンス京都烏丸響（総

戸数72戸）等の販売が順調に推移いたしました。その結果、ワンルームマンション売上高9,315百万円（582

戸）、ファミリーマンション売上高13,620百万円（436戸）、シニア向けマンション売上高190百万円（7戸）、

一棟販売売上高1,263百万円（123戸）、その他住宅販売売上高271百万円（15戸）、不動産販売附帯事業売上高

79百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は24,741百万円（前年同期比117.7％増）、セグメント利益は

6,676百万円（同102.6％増）となりました。 

（その他） 

その他の不動産賃貸事業等におきましては、自社保有物件が堅調に稼働いたしました。その結果、その他の売

上高は519百万円（前年同期比13.7％増）、セグメント利益は300百万円（同20.0％増）となりました。 

     

(2) 財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて504百万円増加し、59,639百万

円（前期末比0.9％増）となりました。その主な要因は、プレサンスロジェ京都烏丸響（総戸数72戸）を販売し

たこと等により、たな卸資産が8,427百万円減少し、現金及び預金が9,216百万円増加したことであります。 

（固定資産）  

当第１四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて12百万円増加し、3,086百万円

（前期末比0.4％増）となりました。その主な要因は、名古屋支店の新事務所の敷金を差し入れたこと等によ

り、差入保証金が24百万円増加したことであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて2,903百万円減少し、27,832百万円

（前期末比9.4％減）となりました。その主な要因は、返済により借入金が2,915百万円減少したことでありま

す。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて3,420百万円増加し、34,893百万

円（前期末比10.9％増）となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上等に伴い、利益剰余金が3,411百

万円増加したことであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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キャッシュ・フローの状況  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と

比べ9,216百万円増加し、23,653百万円(前期末比63.8％増）となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は12,667百万円（前年同期は5,693百万円の増加）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益が6,847百万円あったこと、ファミリーマンションの販売活動が順

調に進捗したため、たな卸資産が8,427百万円減少したこと等により資金が増加したのに対して、法人税等の

支払により、資金が2,178百万円減少したこと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） 

投資活動の結果、減少した資金は25百万円（前年同期は1百万円の減少）となりました。 

これは主に、固定資産を取得したこと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） 

財務活動の結果、減少した資金は3,426百万円（前年同期は3,150百万円の減少）となりました。 

これは主に、金融機関からの借入金を2,915百万円返済したこと、及び配当金を510百万円支払ったことによ

るものであります。 

    

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社グループの主力事業であるマンション販売事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されるため、四半期

ごとに当社グループの業績を見た場合、物件の引渡し時期に伴い業績に偏重が生じる傾向があります。なお、当第

１四半期連結累計期間の業績は、順調に推移しており、現時点においては平成25年５月８日発表の連結業績予想に

変更はございません。  

     

(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 

（法人税等の計上基準） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

     

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,497,536 23,713,753

売掛金 34,601 27,198

販売用不動産 2,347,549 6,299,045

仕掛販売用不動産 41,337,262 28,958,270

原材料及び貯蔵品 74,498 74,211

その他 843,845 566,979

流動資産合計 59,135,295 59,639,458

固定資産   

有形固定資産   

賃貸不動産（純額） 2,299,597 2,279,116

その他（純額） 224,613 238,281

有形固定資産合計 2,524,210 2,517,398

無形固定資産 6,499 2,133

投資その他の資産 542,917 566,800

固定資産合計 3,073,628 3,086,331

資産合計 62,208,923 62,725,790

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,684,283 3,986,512

1年内返済予定の長期借入金 2,533,800 1,831,800

未払法人税等 2,205,983 2,945,259

前受金 2,964,774 1,596,932

賞与引当金 52,890 74,265

その他 1,072,150 1,379,433

流動負債合計 12,513,882 11,814,202

固定負債   

長期借入金 17,871,050 15,657,100

役員退職慰労引当金 350,775 361,060

固定負債合計 18,221,825 16,018,160

負債合計 30,735,707 27,832,362

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,228,814 1,228,814

資本剰余金 1,158,814 1,158,814

利益剰余金 29,003,098 32,414,365

株主資本合計 31,390,726 34,801,993

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,809 7,911

その他の包括利益累計額合計 9,809 7,911

新株予約権 72,680 83,522

純資産合計 31,473,215 34,893,427

負債純資産合計 62,208,923 62,725,790
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,824,334 25,260,887

売上原価 6,852,578 16,654,044

売上総利益 4,971,756 8,606,843

販売費及び一般管理費 1,529,229 1,750,205

営業利益 3,442,526 6,856,638

営業外収益   

受取利息 303 371

受取配当金 372 370

違約金収入 20,045 15,164

仕入割引 2,297 10,214

その他 7,688 15,968

営業外収益合計 30,707 42,090

営業外費用   

支払利息 56,228 46,838

営業外費用合計 56,228 46,838

経常利益 3,417,005 6,851,890

特別損失   

固定資産除却損 95 4,088

特別損失合計 95 4,088

税金等調整前四半期純利益 3,416,909 6,847,802

法人税等 1,410,541 2,910,156

少数株主損益調整前四半期純利益 2,006,367 3,937,645

四半期純利益 2,006,367 3,937,645
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,006,367 3,937,645

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △996 △1,897

その他の包括利益合計 △996 △1,897

四半期包括利益 2,005,371 3,935,748

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,005,371 3,935,748

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,416,909 6,847,802

減価償却費 38,584 28,140

株式報酬費用 10,690 10,842

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,650 21,375

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,875 10,285

受取利息及び受取配当金 △675 △742

支払利息 56,228 46,838

固定資産除却損 95 4,088

たな卸資産の増減額（△は増加） △385,614 8,427,783

仕入債務の増減額（△は減少） 3,158,251 302,228

前受金の増減額（△は減少） 1,746,567 △1,367,842

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,500 350,533

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,552 256,780

その他 112,192 △44,095

小計 8,211,807 14,894,018

利息及び配当金の受取額 989 1,099

利息の支払額 △54,387 △49,031

法人税等の支払額 △2,464,748 △2,178,363

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,693,661 12,667,722

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,176 △24,864

投資有価証券の取得による支出 △300 △298

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,477 △25,162

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,690,000 1,140,000

長期借入金の返済による支出 △4,331,400 △4,055,950

配当金の支払額 △508,642 △510,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,150,042 △3,426,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,542,141 9,216,216

現金及び現金同等物の期首残高 15,543,787 14,437,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,085,929 23,653,753
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 該当事項はありません。   

    

 該当事項はありません。   

    

Ⅰ 前第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            （単位：千円）

（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、不動産賃貸・仲介・管理、損害保険

代理事業、マンションの内装工事等を含んでおります。 

   

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）  

（単位：千円）   

（注）全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

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。  

  

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
報告セグメント 

その他 
（注）  

合計 
不動産販売事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 11,367,513 11,367,513  456,820 11,824,334

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― 

計 11,367,513  11,367,513  456,820 11,824,334

セグメント利益 3,295,996  3,295,996  250,632 3,546,629

利益    金額 

報告セグメント計    3,295,996

「その他」の区分の利益   250,632

全社費用（注）   △104,102

四半期連結損益計算書の営業利益  3,442,526
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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            （単位：千円）

（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、不動産賃貸・仲介・管理、損害保険

代理事業、マンションの内装工事等を含んでおります。 

   

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）  

（単位：千円）   

（注）全社費用は、主に事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

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。  

    

  
報告セグメント 

その他 
（注）  

合計 
不動産販売事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 24,741,474 24,741,474  519,413 25,260,887

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― 

計 24,741,474  24,741,474  519,413 25,260,887

セグメント利益 6,676,854  6,676,854  300,664 6,977,518

利益    金額 

報告セグメント計    6,676,854

「その他」の区分の利益   300,664

全社費用（注）   △120,880

四半期連結損益計算書の営業利益  6,856,638
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(1) 受注の状況 

前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

  （注）１．本表におきまして「受注高」は「契約高」と読み替えております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。 

４．一棟販売とは、マンション一棟もしくはその一部をマンション販売業者に卸売する方法であります。 

５．その他住宅販売とは、中古住宅流通事業、戸建分譲事業等、新築マンション以外の住宅の販売であります。

６．その他不動産販売とは、商業用店舗、開発用地等の住宅以外の不動産の販売であります。 

７．報告セグメントに含まれない事業セグメントについては、該当事項はありません。 

  

４.補足情報

セグメント
の名称 

区分  

契約高 契約残高 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

数量 
（戸）

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

不動産 

販売事業 

ワンルーム 

マンション 
 167  84.3  2,708,864  85.9  74  112.1  1,223,600  113.5

ファミリー 

マンション  
 197  57.9  6,065,604  64.7  948  118.5  27,503,668  118.8

シニア向け 

マンション  
 20  51.3  465,388  42.5  8  22.9  206,809  19.4

一棟販売   46  76.7  433,598  66.6  137  56.6  1,617,610  57.9

その他住宅 

販売  
 33  100.0  480,549  98.7  7  58.3  162,029  94.7

その他不動産

販売 
 －  －  －  －  3  50.0  84,508  13.5

報告セグメント計  463  69.1  10,154,004  68.8  1,177  101.4  30,798,225  106.6

セグメント
の名称 

区分  

契約高 契約残高 

数量 
（戸） 

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

数量 
（戸）

前年 
同期比
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比
（％） 

不動産 

販売事業 

ワンルーム 

マンション 
 239  143.1  3,631,775  134.1  110  148.6  1,731,600  141.5

ファミリー 

マンション  
 249  126.4  7,495,365  123.6  569  60.0  16,666,310  60.6

シニア向け 

マンション  
 －  －  －  －  －  －  －  －

一棟販売   117  254.3  1,205,293  278.0  151  110.2  1,620,695  100.2

その他住宅 

販売  
 12  36.4  208,605  43.4  2  28.6  22,995  14.2

その他不動産

販売 
 －  －  －  －  －  －  －  －

報告セグメント計  617  133.3  12,541,038  123.5  832  70.7  20,041,600  65.1
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(2) 販売の状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額には、追加工事の金額も含まれております。 

３．一棟販売とは、マンション一棟もしくはその一部をマンション販売業者に卸売する方法であります。 

４．その他住宅販売とは、中古住宅流通事業、戸建分譲事業等、新築マンション以外の住宅の販売であります。

５．その他不動産販売とは、商業用店舗、開発用地等の住宅以外の不動産の販売であります。 

６．不動産販売附帯事業とは、マンションの販売代理手数料、及び不動産販売事業に附随して発生する事務手数

料等であります。 

   

セグメント
の名称 

区分 

前第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） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

数量
（戸） 

前年 
同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比 
（％） 

数量
（戸）

前年 
同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年 
同期比 
（％） 

不動産 

販売事業 

ワンルーム 

マンション 
 354  98.3  6,000,011  109.0  582  164.4  9,315,075  155.3

ファミリー 

マンション 
 128  －  3,612,551  －  436  340.6  13,620,991  377.0

シニア向け 

マンション 
 17  53.1  392,990  42.4  7  41.2  190,957  48.6

一棟販売  62  114.8  780,821  129.4  123  198.4  1,263,197  161.8

その他住宅 

販売  
 44  129.4  547,937  114.2  15  34.1  271,545  49.6

その他不動産

販売 
 －  －  －  －  －  －  －  －

不動産販売 

附帯事業 
 －  －  33,201  41.0  －  －  79,708  240.1

報告セグメント計  605  125.8  11,367,513  149.1  1,163  192.2  24,741,474  217.7

その他  －  －  456,820  106.2  －  －  519,413  113.7

合計  605  125.8  11,824,334  146.8  1,163  192.2  25,260,887  213.6
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