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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

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられます

が、緩やかな回復基調が続いています。 

 主力の首都圏分譲マンション市場におきましては、建築資材・人件費の高騰による建築価格の上昇が懸念され

ますが、政府による各種経済政策の効果もあり、企業収益や雇用情勢は緩やかに回復していくことが期待されま

す。 

 このような事業環境のもと、当社におきましては、利益の見込める用地を厳選して取得することに努め、都心

部を中心に高品質で熟考したプランでの事業を展開しつつ、当社グループの事業ポートフォリオとしてのリスク

分散に資する事業への進出を図りながら、引き続き収益チャンネルの多角化を目指してまいります。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は110億７百万円（前年同四半期は55億85百万円）、

営業利益は２億46百万円（前年同四半期は１億６百万円の営業損失）、経常利益は３億21百万円（前年同四半期

は１億30百万円の経常損失）、四半期純利益は１億62百万円（前年同四半期は１億30百万円の四半期純損失）と

なりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 ①不動産販売事業 マンション分譲 

 マンション分譲事業は当社グループの主力事業であり、主に首都圏にて一般顧客向けにマンションを販売して

おります。 

 販売状況につきましては、当第３四半期連結累計期間において87戸、32億77百万円の新規契約（前年同四半期

は199戸、74億50百万円）を行うとともに、91戸を引渡し、売上高は28億90百万円、セグメント利益（営業利

益）は１億38百万円を計上しております（前年同四半期は104戸、35億41百万円、38百万円のセグメント利益

（営業利益））。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における契約済未引渡残高は29戸、12億98百万円（前年同四半期は

106戸、43億７百万円）であり、未契約完成商品の残高は25戸、７億88百万円（前年同四半期は78戸、25億６百

万円）となっております。 

 また、第４四半期連結会計期間以降に竣工する商品準備高として161戸、68億13百万円（販売開始商品80戸、

うち23戸は契約済）を確保しております（前年同四半期は332戸、136億73百万円（販売開始商品123戸、うち93

戸は契約済））。 

 ②不動産販売事業 土地建物 

 宅地および戸建住宅の販売、ならびに建物の一棟販売を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、土地（371.62㎡）１億60百万円ならびに共同住宅（18戸、延べ面積

761.01㎡）１億48百万円の契約を行いましたが、販売実績はありません（前年同四半期は契約実績、販売実績と

もになし）。 

 ③不動産販売事業 注文住宅 

 山形県を主な事業エリアとして、戸建住宅の建築請負やリフォーム工事等を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、20棟、５億６百万円の新規契約（前年同四半期は36棟、11億69百万

円）を行うとともに、49棟を引渡し、売上高は14億52百万円、セグメント利益（営業利益）は１億３百万円を計

上しております（前年同四半期は48棟、18億91百万円、１億30百万円のセグメント利益（営業利益））。（リフ

ォーム等を含む。） 

 ④アセットマネジメント事業 

 不動産および日本株式を対象とする有価証券の運用事業を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、売上高は４億28百万円、セグメント利益（営業利益）は１億26百万円

を計上しております（前年同四半期は１億27百万円、55百万円のセグメント利益（営業利益））。 

 なお、前年同四半期の売上の実績につきましては、当社の連結子会社となった平成25年10月１日から平成25年

12月31日までの実績であります。 
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 ⑤建設事業 

 推進工事およびプレストレスト・コンクリート（PC）工事等を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、売上高62億７百万円、セグメント利益（営業利益）は３億96百万円を

計上しております。 

 ⑥その他 

 その他につきましては、不動産賃貸事業が主であり、首都圏および近畿圏にて当社グループが所有しているマ

ンション等を、一般顧客向けに賃貸しております。 

 当第３四半期連結累計期間においては、44百万円の売上高、21百万円のセグメント利益（営業利益）を計上し

ております（前年同四半期は26百万円の売上高、14百万円のセグメント利益（営業利益））。 

 

（２）財政状態に関する説明

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ30億40百万円増加して195億37百万

円となりました。これは、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による現金及び預金の増加等による

ものであります。 

 当第３四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27億80百万円増加して117億68百万円

となりました。これは、マンション分譲事業におけるプロジェクト資金等の新規調達による借入金の増加や、社

債の発行等によるものであります。 

 当第３四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２億60百万円増加して77億68百万円

となりました。これは、四半期純利益の計上等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27年１月６日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました

通期の連結業績予想に変更はありません。

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 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

 該当事項はありません。
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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26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,150,679 6,738,748 

受取手形及び売掛金 279,974 290,843 

完成工事未収入金 1,735,364 2,152,903 

未収投資顧問料 72,543 44,233 

有価証券 413,891 10,000 

販売用不動産 2,235,437 1,045,629 

仕掛販売用不動産 2,005,146 3,328,928 

開発用不動産 775,563 0 

未成工事支出金 191,646 133,456 

原材料及び貯蔵品 37,366 29,047 

繰延税金資産 98,734 61,662 

その他 453,496 471,969 

貸倒引当金 △4,148 △7,917 

流動資産合計 12,445,696 14,299,506 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 558,258 784,824 

機械装置及び運搬具（純額） 50,025 47,975 

工具、器具及び備品（純額） 62,646 72,981 

土地 1,333,265 1,689,087 

リース資産（純額） 8,140 5,180 

建設仮勘定 1,904 211,900 

有形固定資産合計 2,014,240 2,811,949 

無形固定資産    

のれん 1,541,429 1,407,546 

ソフトウエア 22,394 19,144 

その他 4,744 3,408 

無形固定資産合計 1,568,568 1,430,099 

投資その他の資産    

投資有価証券 112,236 112,065 

繰延税金資産 7,200 37,400 

その他 565,347 1,081,279 

貸倒引当金 △216,962 △235,269 

投資その他の資産合計 467,821 995,475 

固定資産合計 4,050,631 5,237,524 

資産合計 16,496,327 19,537,030 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 1,166,552 1,241,838 

工事未払金 1,380,909 1,804,731 

短期借入金 506,971 65,503 

1年内償還予定の社債 155,800 56,400 

1年内返済予定の長期借入金 1,483,724 1,562,974 

未払法人税等 109,221 72,326 

未成工事受入金 986,641 446,834 

賞与引当金 92,789 49,663 

完成工事補償引当金 7,914 4,654 

工事損失引当金 6,100 11,700 

その他 678,409 427,447 

流動負債合計 6,575,034 5,744,076 

固定負債    

社債 230,500 233,200 

転換社債型新株予約権付社債 － 3,000,000 

長期借入金 1,811,996 2,415,383 

繰延税金負債 5,833 6,909 

退職給付に係る負債 125,224 122,495 

役員退職慰労引当金 68,019 50,551 

資産除去債務 14,577 8,179 

その他 157,355 187,916 

固定負債合計 2,413,506 6,024,635 

負債合計 8,988,540 11,768,711 

純資産の部    

株主資本    

資本金 2,373,346 2,400,302 

資本剰余金 3,639,692 3,666,648 

利益剰余金 946,248 998,058 

自己株式 △96 △183 

株主資本合計 6,959,191 7,064,825 

その他の包括利益累計額    

為替換算調整勘定 17,076 33,587 

その他の包括利益累計額合計 17,076 33,587 

新株予約権 274,917 367,227 

少数株主持分 256,601 302,679 

純資産合計 7,507,787 7,768,318 

負債純資産合計 16,496,327 19,537,030 
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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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高 5,585,972 11,007,145 

売上原価 4,398,381 9,228,676 

売上総利益 1,187,590 1,778,469 

販売費及び一般管理費 1,293,763 1,532,359 

営業利益又は営業損失（△） △106,172 246,109 

営業外収益    

受取利息及び配当金 39,386 40,793 

受取事務手数料 3,700 3,750 

違約金収入 8,500 104,500 

販売費用戻り高 789 678 

為替差益 － 98,344 

貸倒引当金戻入額 2,882 － 

その他 23,420 18,751 

営業外収益合計 78,679 266,816 

営業外費用    

支払利息 79,455 93,870 

借入手数料 12,969 8,219 

その他 10,590 89,305 

営業外費用合計 103,014 191,396 

経常利益又は経常損失（△） △130,507 321,530 

特別利益    

固定資産売却益 8,631 2,661 

投資有価証券売却益 2,280 － 

役員退職慰労引当金戻入額 780 － 

特別利益合計 11,691 2,661 

特別損失    

固定資産売却損 4,783 830 

固定資産除却損 2,654 3 

減損損失 5,436 23,035 

特別損失合計 12,875 23,869 

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（△） 
△131,691 300,322 

法人税、住民税及び事業税 16,380 91,766 

法人税等調整額 △49,415 7,926 

法人税等合計 △33,035 99,693 

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（△） 
△98,656 200,628 

少数株主利益 31,591 38,442 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,248 162,186 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31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（△） 
△98,656 200,628 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △994 － 

為替換算調整勘定 △11,207 26,399 

その他の包括利益合計 △12,202 26,399 

四半期包括利益 △110,858 227,027 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △134,156 178,696 

少数株主に係る四半期包括利益 23,297 48,330 
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（３）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）

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）

 当第３四半期連結累計期間における第１回新株予約権の一部行使（649,533個）により、資本金が26,955千円、資

本剰余金が26,955千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,400,302千円、資本剰余金が

3,666,648千円となっております。
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（金額単位：百万円）

【決算概要】

≪ 参考：（個別）財務諸表等　≫

・ 売上高及び売上総利益

■ 損益計算書 ■ 貸借対照表
■ たな卸資産について

・ 営業利益、経常利益  売　上　高  流動資産

 マンション分譲  現金及び預金

 土　地　建　物  受取手形及び売掛金

・ 四半期純利益  Ａ　Ｍ　事　業  たな卸資産

 そ　　 の 　　他  前渡金

 売上原価  前払費用 （マンション未契約完成商品）

 マンション分譲  未収入金

 土　地　建　物  繰延税金資産

 Ａ　Ｍ　事　業  その他

■ 連結損益計算書 ■ 連結貸借対照表  そ　　 の　　 他  固定資産

 有形固定資産 （マンション契約済未引渡商品）

マンション分譲  無形固定資産

 売　上　高  流動資産 土　地　建　物

 マンション分譲  現金及び預金 Ａ　Ｍ　事　業  繰延税金資産

 注　文　住　宅  受取手形及び売掛金 そ　　 の　　 他  投資その他の資産

 A 　M 　事　業  完成工事未収入金等  販売費及び一般管理費 ■ 借入金について

 建　設　事　業  たな卸資産  人　 件 　費  負　債

 そ　　 の 　　他  前払費用  広告宣伝費  支払手形及び買掛金

 売上原価  未収入金  物 　件　 費  工事未払金

 マンション分譲  繰延税金資産  借入金

 注　文　住　宅  その他  営業外収益  未払費用

 A 　M 　事　業  固定資産  営業外費用  その他

 建　設　事　業  有形固定資産  純資産

 そ　　 の 　　他  無形固定資産  特 別 利 益  株主資本

 のれん  特 別 損 失  資本金等 ■ マンション分譲について

 マンション分譲  繰延税金資産  利益剰余金

 注　文　住　宅  投資その他の資産  法人税、住民税及び事業税  自己株式

 A 　M 　事　業  法人税等調整額  新株予約権

 建　設　事　業  負　債

 そ　　 の 　　他  支払手形及び買掛金

 販売費及び一般管理費  工事未払金

 人　 件 　費  借入金及び社債

 広告宣伝費  未払費用

 物 　件　 費  その他

 純資産

 営業外収益  株主資本

 営業外費用  資本金

 資本剰余金

 特 別 利 益  利益剰余金

 特 別 損 失  自己株式

 評価・換算差額等

 法人税等  新株予約権

 少数株主持分

≪　マンション分譲について　≫ ≪　注文住宅について　≫

■ 売上高 （マンション未契約完成商品） ■ 売上高

■ 契約高 （マンション契約済未引渡商品） ■ 契約高

平成27年３月期 第３四半期決算　補足説明資料

　マンション分譲事業においては、当四半期において新規竣工がなかったことなどから引渡戸数および売上高が前年同期を下回る。
連結子会社については、注文住宅事業において前年同期を割り込んだものの、アセットマネジメント事業ならびに当期より連結の建
設事業がグループ収益に貢献し、連結売上高および連結売上総利益については増収、増益。

項　　　目 当四半期 項　　　目 当四半期
項　　目 当四半期

-                     

457             4,321          計 4,321               

3,392          9,657           販売用不動産 992                  

2,890          4,239           仕掛販売用不動産 3,328               

-

　上記の各段階利益の計上を受け、税金の負担額や少数株主に係る利益が前年同期に比べ増額となったものの、連結四半期純損
益においても利益を計上。

44              10              

2,356          142             

2,333          32              

436              開発用不動産
　販売費及び一般管理費は、グループ会社の増加に伴う人員数の増加や、のれん償却費の計上等により前年同期に比べ増額と
なったものの、連結売上高の増加等により、グループ全体で営業利益ならびに経常利益を計上。

- 440             売 上 高 788                  

23              4,315          

項　目 当四半期

- 33              戸　　数 25戸

売 上 総 利 益 1,036          961             

前年同期比 前期末比 557             12              
項　　　目 前年同四半期 当四半期 項　　　目 前期末 当四半期

項　目 当四半期

5,585         11,007        5,421         12,445        14,299        1,853         -  のれん及び関係会社株式 2,436          戸　　数 29戸

1,298               

1,891         1,452         △438         279            290            10              21              866             

3,541         2,890         △651         4,150         6,738         2,588         457             37              売 上 高

127            411            284            1,807         2,197         389            837             資 産 合 計 13,972         

410             6,808          項　　目 当四半期

26              44              18              75              163            87              

- 6,207         6,207         5,016         4,374         △641         

133             - 短　　　　期 -

1,487               

2,973         2,333         △640         98              61              △37          営 業 利 益 198             6,184          長　　　　期 4,697               

4,398         9,228         4,830         326            56              △269         294             177             一年内返済

売 上 総 利 益 1,187         1,778         590            1,541         1,407         

6,184               

- 82              82              4,050         5,237         1,186         154             377             

1,412         1,111         △301         690            416            △273         445             69              計 

489             7,164          

11              22              11              27              22              △4            - 6,796          

- 5,679         5,679         2,014         2,811         797            経 常 利 益

当四半期

478            341            △136         460            958            497            

△133         197             6,066          

567            557            △10          7               37              30              税引前四半期純利益

127            329            202            資 産 合 計 16,496        19,537        

291             730             
項　目

3,040         △1             367             戸　　数 91戸       87戸       

35              -                売上高 契約高

3,277     

14              21              7               1,166         1,241         75              

四 半 期 純 利 益 257             負 債 純 資 産 合 計 13,972         金　　額 2,890     - 528            528            8,988         11,768        2,780         

589            731            142            4,188         7,333         3,144         

1,293         1,532         238            1,380         1,804         423            

460            638            178            2,045         1,315         △730         

244            162            △81          206            73              △133         

78              266            188            6,959         7,064         105            

営 業 利 益 △106         246            352            7,507         7,768         260            

経 常 利 益 △130         321            452            3,639         3,666         26              

103            191            88              2,373         2,400         26              

12              23              10              -               -               -               

51              11              2               △9            946            998            

△33          99              132            274            367            92              

16              税金等調整前四半期純利益 △131         300            432            17              33              

19,537        3,040         四 半 期 純 利 益 △130         162            292            負 債 純 資 産 合 計 16,496        

 少数株主利益 31              38              6               256            302            46              

前年同期比 増減率
項　目 当四半期項　目 当四半期 前年同四半期

（増減比較）
項　目 当四半期

49棟           戸   数 91戸           104戸          △13戸 △12.5%      戸　　数 25戸 棟   数

項　目 当四半期 前年同四半期
（増減比較）

項　目 当四半期 項　目 当四半期

1,452         売上高 2,890         3,541         △651         △18.4%      売 上 高 788            売上高

前年同期比 増減率

1,298         契約高 506            

戸　　数 29戸 棟　数 20棟           

契約高 3,277         7,450         △4,173      △56.0%      売 上 高

戸　数 87戸 199戸 △112戸 △56.3%      
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