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（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、経済政策や金融緩和を背景に、円安・株高が進行いたしまし

た。企業業績や個人消費の回復が期待されておりますが、消費税増税による個人消費の低迷が懸念されるなど、先

行きの景気動向については不透明な状況となっております。 

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、平成25年の供給戸数が前年より１万戸以上増加

し、不動産価格は上昇傾向がみられます。消費者の需要も底堅く、初月契約率は79.5%と好調に推移しておりま

す。 

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３四半期

連結累計期間の契約高は325億27百万円と前年同四半期比32.8%増加するとともに、不動産売上高は206億45百万円

となり、前年同四半期比102.3%増加いたしました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は253億10百万円（前年同四半期

比77.0%増）、営業利益は27億74百万円（前年同四半期は営業損失11億47百万円）、経常利益は19億47百万円（同

経常損失21億26百万円）、四半期純利益は15億31百万円（同四半期純損失13億25百万円）となりました。 

  

セグメント別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、新規竣工物件の引渡しに加えて、前期末在庫の販売が順調に進んだことや一

部仕掛販売用不動産の売却を行ったことから、売上高は208億54百万円（前年同四半期比104.4%増）、セグメン

ト利益23億13百万円（前年同四半期はセグメント損失14億77百万円）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12億34百万円（前年同四半期比5.0%増）、セグメント利益5億52百

万円（同16.8%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29億64百万円（前年同四半期比6.0%増）、セグメント利益3億53百

万円（同8.9%増）となりました。 

  

④その他 

その他事業におきましては、売上高2億56百万円（前年同四半期比105.3%増）、セグメント損失１百万円（前

年同四半期はセグメント利益6百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は337億20百万円となり、前連結会計年度末比143億46百万円減少

いたしました。これは主として、支払手形及び買掛金の決済に伴い現預金が105億30百万円減少したことや、在庫

販売の進捗により販売用不動産が83億92百万円減少したことによるものであります。有形固定資産の減価償却を主

因として、固定資産は前連結会計年度末比2億64百万円の減少となりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末比146億11百万円減少し、557億38百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、支払手形及び買掛金が113億82百万円減少したことや１年内返済予定の長期借入金が78億61百万円

減少したことなどから、前連結会計年度末比190億82百万円減少し、320億24百万円となりました。固定負債は、主

として、新規用地仕入れに伴い長期借入金が29億54百万円増加したことにより、前連結会計年度末比29億40百万円

増加し、99億15百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末比161億42百万円減少し、419億40百万円となりました。 

  

（純資産） 

純資産は、四半期純利益15億31百万円の計上により、前連結会計年度末比同額増加し、137億97百万円となりま

した。 

この結果、当第３四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7.4ポイント上昇し、24.8%とな

りました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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日付け「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。 

  



２．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,301 8,771

受取手形及び売掛金 153 161

販売用不動産 10,995 2,603

仕掛販売用不動産 15,601 20,397

営業貸付金 1,051 1,125

繰延税金資産 423 12

未収還付法人税等 69 87

その他 480 575

貸倒引当金 △9 △14

流動資産合計 48,067 33,720

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,714 5,486

土地 15,304 15,304

その他（純額） 141 119

有形固定資産合計 21,160 20,909

無形固定資産   

ソフトウエア 38 26

その他 44 43

無形固定資産合計 83 69

投資その他の資産   

投資有価証券 54 49

繰延税金資産 25 19

その他 1,105 1,078

貸倒引当金 △147 △110

投資その他の資産合計 1,037 1,037

固定資産合計 22,281 22,017

資産合計 70,349 55,738



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,725 3,342

短期借入金 4,238 4,046

1年内返済予定の長期借入金 30,465 22,604

未払法人税等 63 11

未払費用 127 135

前受金 203 851

賞与引当金 124 41

役員賞与引当金 － 12

その他 1,159 977

流動負債合計 51,107 32,024

固定負債   

長期借入金 5,982 8,937

退職給付引当金 123 130

役員退職慰労引当金 204 215

繰延税金負債 19 －

その他 645 633

固定負債合計 6,975 9,915

負債合計 58,082 41,940

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 5,892

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 12,266 13,797

少数株主持分 － －

純資産合計 12,266 13,797

負債純資産合計 70,349 55,738



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

売上高 14,301 25,310

売上原価 11,070 17,893

売上総利益 3,231 7,417

販売費及び一般管理費 4,379 4,642

営業利益又は営業損失（△） △1,147 2,774

営業外収益   

受取利息 0 0

違約金収入 17 4

助成金収入 46 48

貸倒引当金戻入額 13 18

その他 45 23

営業外収益合計 123 95

営業外費用   

支払利息 1,018 838

その他 84 84

営業外費用合計 1,102 922

経常利益又は経常損失（△） △2,126 1,947

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 0 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（△）

△2,125 1,978

法人税、住民税及び事業税 43 48

法人税等調整額 △843 398

法人税等合計 △799 446

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（△）

△1,325 1,531

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,325 1,531



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第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) 

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（△）

△1,325 1,531

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 △1,325 1,531

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,325 1,531

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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。 

  

（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）

（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  10,203  1,175  2,797  14,176  125  14,301

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  118  37  155  995  1,150

計  10,203  1,293  2,835  14,332  1,120  15,452

セグメント利益 
又は損失（△）  

 △1,477  472  324  △680  6  △673

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  △680

「その他」の区分の利益  6

セグメント間取引消去  △55

全社費用（注）  △418

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △1,147



Ⅱ 当第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） 

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  20,854  1,234  2,964  25,053  256  25,310

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  121  38  159  962  1,122

計  20,854  1,355  3,003  25,213  1,218  26,432

セグメント利益 
又は損失（△）  

 2,313  552  353  3,218  △1  3,217

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  3,218

「その他」の区分の利益  △1

セグメント間取引消去  △20

全社費用（注）  △422

四半期連結損益計算書の営業利益  2,774
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