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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、いわゆる「アベノミクス」への期待感から円安・株高が進行

し、個人消費の着実な持ち直しが見られました。また、企業収益の改善や設備投資が活発化するなど景気は緩やかな

回復基調で推移しました。 

当社の主力市場である首都圏マンション市場におきましては、消費税増税、金利の先高感、用地費・建築費の高騰

による販売価格の上昇懸念などにより需要が強まり、初月契約率80.8％と高い水準となりました。 

このような環境下、当社グループにおきましては本業である不動産販売事業に注力いたしました。当第２四半期連

結累計期間の契約高は247億70百万円と前年同四半期比47.4％増加し、前期末にあった211戸の完成在庫は19戸まで減

少いたしました。また、当第２四半期連結累計期間の不動産売上高は135億50百万円となり前年同四半期比で172.7％

増加いたしました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は165億72百万円（前年同四半期比

113.2％増）、営業利益は17億74百万円（前年同四半期は営業損失10億70百万円）、経常利益は12億10百万円（同経

常損失16億90百万円）、四半期純利益は10億27百万円（同四半期純損失10億31百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

① 不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

不動産販売事業におきましては、前期末在庫の販売が順調に進んだことに加え、一部仕掛販売用不動産の売却

を行ったことから、売上高は136億52百万円（前年同四半期比170.0％増）、セグメント利益14億42百万円（前年

同四半期はセグメント損失12億97百万円）となりました。 

  

② 不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務）  

不動産賃貸事業におきましては、売上高は8億28百万円（前年同四半期比4.2％増）、セグメント利益3億64百

万円（同14.4％増）となりました。 

  

③ 不動産管理事業（マンション等の総合管理サービス） 

不動産管理事業におきましては、売上高は19億67百万円（前年同四半期比6.2％増）セグメント利益2億37百万

円（同19.8％増）となりました。  

  

④ その他 

その他事業におきましては、住設企画販売事業を主体に、売上高は1億24百万円（前年同四半期比83.8％

増）、セグメント損失6百万円（前年同四半期はセグメント損失0百万円）となりました。  

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は316億17百万円となり、前連結会計年度末比164億49百万円減少

いたしました。これは主として、現預金が129億84百万円減少したことや販売用不動産が52億38百万円減少したこ

とによるものであります。減価償却による有形固定資産の減少等から固定資産は前連結会計年度末に比べ1億79百

万円減少いたしました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末比166億29百万円減少し、537億20百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末比125億37百万円減少したことや１年内返済予定の長期借

入金が45億78百万円減少したことから、前連結会計年度末に比べ162億68百万円減少し、348億38百万円となりまし

た。固定負債は、主として長期借入金が13億50百万円減少したことにより、55億88百万円と前連結会計年度末比13

億87百万円減少いたしました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末比176億56百万円減少し、404億26百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産は、四半期純利益10億27百万円の計上により、前連結会計年度末比同額増加し、132億93百万円となりま

した。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末比7.3ポイント改善し、24.7％と

なりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

比123億84百万円減少し、58億38百万円となりました。 

当第２四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す。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億41百万円、前連結会計年度に竣工した物

件にかかる支払手形決済等による仕入債務の減少125億37百万円、完成在庫の販売進捗に伴うたな卸資産の減少31

億65百万円を主因として、72億35百万円の資金の減少（前年同四半期連結累計期間は121億2百万円の減少）となり

ました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、6億15百万円の資金の増加（前年同四半期連結累計期間は5百万円の減

少）となりました。主たる要因は、定期預金の増減によるものであります。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、57億64百万円の資金の減少（前年同四半期連結累計期間は22億49百万円

の増加）となりました。主たる要因は、プロジェクトの終了等に伴う長期借入金の返済87億75百万円の一方で、用

地仕入れ等に伴う28億46百万円の長期借入れを行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 

連結業績予想につきましては、平成25年11月１日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。   



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,301 6,317

受取手形及び売掛金 153 92

販売用不動産 10,995 5,757

仕掛販売用不動産 15,601 17,653

営業貸付金 1,051 1,128

繰延税金資産 423 230

未収還付法人税等 69 87

その他 480 373

貸倒引当金 △9 △21

流動資産合計 48,067 31,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,714 5,562

土地 15,304 15,304

その他（純額） 141 126

有形固定資産合計 21,160 20,993

無形固定資産   

ソフトウエア 38 30

その他 44 43

無形固定資産合計 83 74

投資その他の資産   

投資有価証券 54 49

繰延税金資産 25 22

その他 1,105 1,073

貸倒引当金 △147 △110

投資その他の資産合計 1,037 1,034

固定資産合計 22,281 22,102

資産合計 70,349 53,720



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,725 2,188

短期借入金 4,238 4,410

1年内返済予定の長期借入金 30,465 25,887

未払法人税等 63 51

未払費用 127 129

前受金 203 830

賞与引当金 124 132

役員賞与引当金 － 12

その他 1,159 1,196

流動負債合計 51,107 34,838

固定負債   

長期借入金 5,982 4,632

退職給付引当金 123 125

役員退職慰労引当金 204 191

繰延税金負債 19 0

その他 645 638

固定負債合計 6,975 5,588

負債合計 58,082 40,426

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 4,360 5,387

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 12,266 13,293

少数株主持分 － －

純資産合計 12,266 13,293

負債純資産合計 70,349 53,720



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 7,771 16,572

売上原価 5,960 11,663

売上総利益 1,811 4,908

販売費及び一般管理費 2,882 3,133

営業利益又は営業損失（△） △1,070 1,774

営業外収益   

受取利息 0 0

違約金収入 10 4

助成金収入 31 36

貸倒引当金戻入額 30 17

その他 40 12

営業外収益合計 113 71

営業外費用   

支払利息 663 574

その他 69 60

営業外費用合計 732 635

経常利益又は経常損失（△） △1,690 1,210

特別利益   

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 － 30

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 0 －

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,690 1,241

法人税、住民税及び事業税 29 36

法人税等調整額 △688 177

法人税等合計 △659 214

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,031 1,027

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,031 1,027



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,031 1,027

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 △1,031 1,027

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,031 1,027

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,690 1,241

減価償却費 191 179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 12

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 663 574

投資有価証券売却損益（△は益） － △30

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損益（△は益） 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 315 17

たな卸資産の増減額（△は増加） △826 3,165

その他の資産の増減額（△は増加） 4 138

未収消費税等の増減額（△は増加） 176 －

仕入債務の増減額（△は減少） △10,371 △12,537

その他の負債の増減額（△は減少） 236 489

未払消費税等の増減額（△は減少） △17 171

小計 △11,357 △6,603

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △658 △574

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △86 △57

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,102 △7,235

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △253 △353

定期預金の払戻による収入 253 953

有形固定資産の取得による支出 △2 △1

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の売却による収入 － 35

その他 △2 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △5 615

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） 182 172

長期借入れによる収入 6,584 2,846

長期借入金の返済による支出 △4,139 △8,775

配当金の支払額 △372 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,249 △5,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,858 △12,384

現金及び現金同等物の期首残高 20,493 18,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,634 5,838



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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）「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、住設企画販売事業等を含ん

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） 

（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等であります。 

  

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）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
不動産販売 

事業   
不動産賃貸 

事業  
不動産管理 

事業  
計 

売上高   

外部顧客への売上高  5,056  795  1,851  7,704  67  7,771

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  78  24  102  588  691

計  5,056  874  1,876  7,807  656  8,463

セグメント利益 
又は損失（△）  

 △1,297  318  198  △781  △0  △782

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  △781

「その他」の区分の損失（△）  △0

セグメント間取引消去  △43

全社費用（注）  △244

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △1,070



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９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）「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、住設企画販売事業等を含ん

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） 

（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等であります。 

  

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。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
不動産販売 

事業   
不動産賃貸 

事業  
不動産管理 

事業  
計 

売上高   

外部顧客への売上高  13,652  828  1,967  16,448  124  16,572

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  79  26  105  666  772

計  13,652  908  1,993  16,553  790  17,344

セグメント利益 
又は損失（△）  

 1,442  364  237  2,044  △6  2,037

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,044

「その他」の区分の損失（△）  △6

セグメント間取引消去  △8

全社費用（注）  △253

四半期連結損益計算書の営業利益  1,774


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	ヘッダー１3: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１4: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１5: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１6: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１7: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１8: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１9: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１10: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１11: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー１12: 明和地所㈱（8869）平成26年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


