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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,680 14.7 △587 ― △861 ― △512 ―
24年3月期第1四半期 2,337 △72.4 △639 ― △983 ― △615 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △512百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △615百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 △20.59 ―
24年3月期第1四半期 △24.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 85,939 23,133 26.9
24年3月期 87,043 24,019 27.6
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 23,133百万円 24年3月期 24,019百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 7,900 64.7 △1,100 ― △1,800 ― △1,100 ― △44.19
通期 45,700 27.5 3,700 29.0 2,200 54.2 1,200 59.7 48.20



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく

四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は、３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 26,000,000 株 24年3月期 26,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,106,266 株 24年3月期 1,106,266 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 24,893,734 株 24年3月期1Q 24,893,734 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災の復興需要やエコカーに対する政策支援などによる個人消

費を背景に緩やかな回復が続きました。しかし、欧州の財政・金融問題や新興国の景気減速、円高の進行など今後の

見通しは依然として極めて不透明なものとなっております。

こうした景気に対する先行き懸念はあるものの、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、実

需ニーズを背景に初月契約率が80%近い水準を維持するなど底堅い動きとなりました。

当社では不動産販売事業において、早期販売による契約残高の積み上げに注力した結果、当第１四半期連結会計期

間末における契約残高は127億96百万円（前年同四半期比13.4%減）となり、当第１四半期連結累計期間の売上高と合

わせて、不動産売上目標に対する進捗率は35.3％と所要の数字を確保いたしました。

一方で当第１四半期連結累計期間においては、新規引渡し物件がなかったものの完成在庫の販売を進め、売上高は

26億80百万円（同14.7％増）、営業損失は5億87百万円（前年同四半期は営業損失6億39百万円）、経常損失は8億61

百万円（同経常損失9億83百万円）、四半期純損失は5億12百万円（同四半期純損失6億15百万円）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、完成在庫の販売に注力したことから、売上高は12億91百万円（前年同四半期

44.2％増）、セグメント損失7億42百万円（前年同四半期はセグメント損失7億78百万円）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、リーシング活動により稼働率が上昇した一方で、前期に固定資産を売却した

ことから、賃貸収入が減少し、売上高は4億10百万円（前年同四半期比4.6％減）、セグメント利益1億73百万円

（同2.0％減）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9億37百万円（前年同四半期比5.3％減）、セグメント利益1億22百

万円（同18.4％減）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40百万円（前年同四半期比90.3％増）、セ

グメント利益4百万円（前年同四半期はセグメント損失5百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は605億50百万円となり、前連結会計年度末比7億43百万円減少い

たしました。これは主として、たな卸資産が20億29百万円増加した一方で、現預金が32億41百万円減少したことに

よるものであります。繰延税金資産計上区分の調整による減少2億55百万円を主因として、固定資産は前連結会計

年度末に比べ3億60百万円減少し253億89百万円となりました。

この結果、総資産は前連結会計年度末比11億3百万円減少し、859億39百万円となりました。

（負債）

流動負債は、支払手形が前連結会計年度末比7億66百万円減少した一方で、1年以内返済予定の長期借入金が22億

98百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ11億93百万円増加し、543億43百万円となりました。固

定負債は、主として長期借入金が14億55百万円減少したことにより、84億62百万円と前連結会計年度末比14億10百

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2億17百万円減少し、628億6百万円となりました。

（純資産）

純資産は、四半期純損失5億12百万円の計上及び剰余金の配当3億73百万円により、前連結会計年度末比8億86百

万円減少し、231億33百万円となりました。

この結果、当第１四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0.7ポイント低下し、26.9％と

なりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年５月11日付け決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微

であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表
（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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,572 18,330

受取手形及び売掛金 249 65

販売用不動産 8,907 7,916

仕掛販売用不動産 28,413 31,433

営業貸付金 781 807

繰延税金資産 807 1,424

未収還付法人税等 80 176

その他 488 398

貸倒引当金 △8 △3

流動資産合計 61,293 60,550

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,042 5,959

土地 15,304 15,304

その他（純額） 151 143

有形固定資産合計 21,497 21,407

無形固定資産

ソフトウエア 52 48

その他 40 40

無形固定資産合計 93 88

投資その他の資産

投資有価証券 58 58

繰延税金資産 3,116 2,860

その他 1,831 1,797

貸倒引当金 △846 △822

投資その他の資産合計 4,158 3,892

固定資産合計 25,749 25,389

資産合計 87,043 85,939



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,695 16,349

短期借入金 4,439 4,682

1年内返済予定の長期借入金 29,163 31,461

未払法人税等 102 20

未払費用 126 125

前受金 274 813

賞与引当金 125 32

役員賞与引当金 18 4

その他 1,204 853

流動負債合計 53,149 54,343

固定負債

長期借入金 8,982 7,526

退職給付引当金 104 109

役員退職慰労引当金 183 185

その他 602 640

固定負債合計 9,873 8,462

負債合計 63,023 62,806

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 16,114 15,228

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 24,019 23,133

少数株主持分 － －

純資産合計 24,019 23,133

負債純資産合計 87,043 85,939



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 2,337 2,680

売上原価 1,542 1,851

売上総利益 795 829

販売費及び一般管理費 1,434 1,416

営業損失（△） △639 △587

営業外収益

受取利息 0 0

違約金収入 1 4

助成金収入 7 18

貸倒引当金戻入額 1 28

固定資産税等精算差額 25 －

その他 11 28

営業外収益合計 46 79

営業外費用

支払利息 348 329

その他 41 24

営業外費用合計 390 353

経常損失（△） △983 △861

特別損失

固定資産除却損 － 0

固定資産売却損 26 －

借入金繰上返済清算金 42 －

特別損失合計 68 0

税金等調整前四半期純損失（△） △1,051 △861

法人税、住民税及び事業税 16 12

法人税等調整額 △452 △360

法人税等合計 △436 △348

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △615 △512

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △615 △512



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △615 △512

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 △615 △512

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △615 △512

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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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

（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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 895 430 990 2,316 21 2,337

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 39 12 52 226 278

計 895 470 1,002 2,368 247 2,616

セグメント利益
又は損失（△）

△778 177 150 △451 △5 △456

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 △451

「その他」の区分の利益 △5

セグメント間取引消去 △20

全社費用（注） △162

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △639



Ⅱ 当第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

（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 1,291 410 937 2,639 40 2,680

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 39 11 51 301 352

計 1,291 449 949 2,691 341 3,033

セグメント利益
又は損失（△）

△742 173 122 △446 4 △441

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 △446

「その他」の区分の利益 4

セグメント間取引消去 △22

全社費用（注） △122

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △587
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