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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当社は、当第２四半期累計期間において、「国立ガーデンテラス」等の引渡しを行い、売上高は2,137百万円

（前年同期比115.5％増）となり、竣工物件のなかった前年同期に比べ、大幅な増収となりました。一方、販売委

託費が発生したこと等により、販売費及び一般管理費は696百万円（前年同期比10.0％増）となりました。

これらの結果、当第２四半期累計期間における経営成績は、営業損失372百万円（前年同期は営業損失495百万

円）、経常損失421百万円（前年同期は経常損失542百万円）、四半期純損失423百万円（前年同期は四半期純損失

544百万円）となりました。売上総利益率は15.1％と前年同期比1.2ポイント増加しました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分及び名称を変更しており、以下の前年同期比較について

は、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替え、比較しております。

また、各セグメントのセグメント利益は、売上総利益ベースの数値であります。 

①不動産開発販売事業

主要セグメントである不動産開発販売事業においては、「国立ガーデンテラス」等を引渡しました。この結果、

売上高は1,747百万円（前年同期比105.1％増）、セグメント利益は255百万円（前年同期比180.7％増）となりまし

た。 

②リノベーション事業

リノベーション事業においては、中古マンションの取得、改修、販売に注力しました。この結果、売上高は329

百万円（前年同期比350.0％増）、セグメント利益は34百万円（前年同期比280.4%増）となりました。増収となっ

た主な要因は、当事業は前期首から開始した事業であるため、前年同期では販売物件が少なかったことによるもの

であります。 

③その他

リフォーム、仲介、賃貸等のその他に含まれる事業の売上高は60百万円（前年同期比10.0％減）、セグメント利

益は33百万円（前年同期比11.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期会計期間末における資産合計は10,907百万円となり、前事業年度末に比べ1,643百万円増加しま

した。これは主に、現金及び預金が364百万円、販売用不動産が308百万円減少したものの、新規事業用地の取

得等により仕掛品が2,407百万円増加したことによるものであります。 

（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は7,925百万円となり、前事業年度末に比べ2,187百万円増加しま

した。これは主に新規事業用地の取得に伴い、借入金が1,997百万円増加したことによるものであります。 

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は2,982百万円となり、前事業年度末に比べ544百万円減少しま

した。これは主に四半期純損失の計上及び剰余金の配当によるものであります。これにより、自己資本比率は

27.2％となり、前事業年度末比10.7ポイント減少しました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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1,527百万円となり、

前事業年度末に比べ463百万円減少しました。

当第２四半期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）

当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,392百万円（前年同期は1,062百万円の使用）

となりました。これは、四半期純損失の計上及び仕掛品の増加により資金が減少したことが主な要因でありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は97百万円（前年同期は０百万円の取得）となり

ました。これは、定期預金の預入による支出により資金が減少したことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動の結果取得した資金は2,026百万円（前年同期は266百万円の使用）と

なりました。これは、長期借入金の借入れにより資金が増加したことが主な要因であります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年５月12日に「平成26年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期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。

（２）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。

（３）追加情報

（表示方法の変更）

（四半期損益計算書）

従来、資金調達に係る金融機関等への手数料については、販売費及び一般管理費に含めて表示しておりました

が、第１四半期会計期間より、営業外費用の「資金調達費用」として表示する方法に変更しております。 

これは、当該費用が増加傾向にあること及び支払利息と資金調達費用を合算した金額を資金調達の判断指標と

していることから、取引実態及び損益区分をより適切に表示するために行ったものであります。この表示変更を

反映させるため、前第２四半期累計期間の四半期損益計算書の組替えを行っております。 

この結果、前第２四半期累計期間の四半期損益計算書において、販売費及び一般管理費に含めて表示していた

4,090千円は、営業外費用の「資金調達費用」として組み替えております。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書)

従来、資金調達に係る金融機関等への手数料については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含めて表示しておりましたが、第１四半期会計期間より、独立掲記しております。

これは、当該費用が増加傾向にあること及び支払利息と資金調達費用を合算した金額を資金調達の判断指標と

していることから、取引実態及び計上区分をより適切に表示するために行ったものであります。この表示変更を

反映させるため、前第２四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。

この結果、前第２四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた2,290千円は、「資金調達費用」4,090千円、「資金調達費用の

支払額」△1,800千円として組み替えております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,155,667 1,791,205 

営業未収入金 128,617 26,164 

販売用不動産 684,166 375,507 

仕掛品 5,655,776 8,063,071 

役員に対する短期貸付金 44,400 36,300 

その他 58,218 74,815 

流動資産合計 8,726,846 10,367,064 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 235,114 235,114 

減価償却累計額 △23,770 △26,614 

建物及び構築物（純額） 211,344 208,500 

工具、器具及び備品 15,846 18,934 

減価償却累計額 △12,266 △12,486 

工具、器具及び備品（純額） 3,579 6,447 

土地 205,297 205,297 

有形固定資産合計 420,221 420,245 

無形固定資産 5,866 5,178 

投資その他の資産    

投資有価証券 15,511 15,507 

その他 95,374 99,402 

投資その他の資産合計 110,886 114,910 

固定資産合計 536,974 540,334 

資産合計 9,263,821 10,907,399 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 211,072 167,343 

短期借入金 142,636 213,601 

1年内返済予定の長期借入金 1,918,000 3,129,160 

1年内償還予定の社債 － 48,000 

未払法人税等 9,407 4,242 

前受金 313,522 379,442 

引当金 42,635 40,179 

その他 106,774 124,084 

流動負債合計 2,744,048 4,106,053 

固定負債    

社債 － 102,000 

長期借入金 2,834,500 3,549,740 

引当金 68,728 70,119 

その他 90,305 97,414 

固定負債合計 2,993,534 3,819,273 

負債合計 5,737,582 7,925,327 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,587,317 1,587,317 

資本剰余金 1,434,720 1,433,183 

利益剰余金 557,085 12,912 

自己株式 △67,762 △62,913 

株主資本合計 3,511,360 2,970,499 

新株予約権 14,878 11,572 

純資産合計 3,526,238 2,982,072 

負債純資産合計 9,263,821 10,907,399 
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（２）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 991,963 2,137,277 

売上原価 854,361 1,813,753 

売上総利益 137,601 323,524 

販売費及び一般管理費 632,876 696,479 

営業損失（△） △495,275 △372,955 

営業外収益    

受取利息 1,026 745 

違約金収入 1,000 3,000 

雑収入 437 4,144 

その他 22 1,073 

営業外収益合計 2,486 8,964 

営業外費用    

支払利息 45,781 45,104 

資金調達費用 4,090 10,919 

社債利息 － 63 

社債発行費 － 1,363 

営業外費用合計 49,871 57,451 

経常損失（△） △542,660 △421,442 

特別損失    

固定資産除却損 225 1,331 

特別損失合計 225 1,331 

税引前四半期純損失（△） △542,885 △422,773 

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,145 

法人税等合計 1,145 1,145 

四半期純損失（△） △544,030 △423,918 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純損失（△） △542,885 △422,773 

減価償却費 5,932 4,971 

引当金の増減額（△は減少） △119,960 △1,065 

受取利息及び受取配当金 △1,026 △745 

支払利息及び社債利息 45,781 45,168 

資金調達費用 4,090 10,919 

売上債権の増減額（△は増加） △335 102,452 

販売用不動産の増減額（△は増加） 646,595 308,658 

仕掛品の増減額（△は増加） △713,649 △2,407,294 

仕入債務の増減額（△は減少） △589,275 △43,729 

前受金の増減額（△は減少） 300,645 65,919 

その他 8,536 15,737 

小計 △955,551 △2,321,781 

利息及び配当金の受取額 949 669 

利息の支払額 △46,775 △47,487 

資金調達費用の支払額 △1,800 △22,564 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △59,245 △1,144 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,062,422 △2,392,308 

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 △5,000 △105,000 

定期預金の払戻による収入 － 6,000 

有形固定資産の取得による支出 △5,663 △4,588 

貸付けによる支出 △35,000 － 

貸付金の回収による収入 66,598 8,100 

敷金の差入による支出 △14,918 △3,917 

敷金の回収による収入 － 2,413 

その他 △5,200 △200 

投資活動によるキャッシュ・フロー 816 △97,191 

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） △350,950 70,965 

長期借入れによる収入 200,000 2,323,000 

長期借入金の返済による支出 △1,500 △396,600 

社債の発行による収入 － 148,636 

配当金の支払額 △112,928 △119,644 

リース債務の返済による支出 △1,600 △325 

その他 － 6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △266,978 2,026,038 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,328,584 △463,462 

現金及び現金同等物の期首残高 1,710,020 1,990,667 

現金及び現金同等物の四半期末残高 381,435 1,527,205 
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（４）四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間（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

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 合計 

 
不動産開発販売

事業 
リノベーション

事業 

売上高        

外部顧客への売上高 851,994 73,262 66,706 991,963 

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

－ － － － 

計 851,994 73,262 66,706 991,963 

セグメント利益 91,034 9,124 37,442 137,601 

（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、リフォーム、仲介、

賃貸事業等を含んでおります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26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

        （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 合計 

 
不動産開発販売

事業 
リノベーション

事業 

売上高        

外部顧客への売上高 1,747,605 329,648 60,022 2,137,277 

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

－ － － － 

計 1,747,605 329,648 60,022 2,137,277 

セグメント利益 255,556 34,711 33,256 323,524 

（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、リフォーム、仲介、

賃貸事業等を含んでおります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期会計期間から、「その他」に含まれていた「リノベーション事業」について量的な重要性が増

したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

また、第１四半期会計期間から、報告セグメントの名称を従来の「不動産事業」から「不動産開発販売事

業」へ変更しております。当該変更については、名称のみの変更であり、これによるセグメント情報に与え

る影響はありません。

なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報は、当第２四半期累計期間の報告セグメントの区分に基づ

き作成したものを開示しております。
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