
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 レオパレス２１ 上場取引所 東 

コード番号 8848 URL http://www.leopalace21.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 深山英世

問合せ先責任者 （役職名） 広報室長 （氏名） 岩壁真澄 TEL 03-5350-0216
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 248,315 △20.0 △12,594 ― △19,273 ― △17,555 ―

22年3月期第2四半期 310,390 △12.7 △6,872 ― △11,850 ― △12,239 ―

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

23年3月期第2四半期 △115.48 ―

22年3月期第2四半期 △80.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 330,226 56,935 17.2 374.06
22年3月期 396,511 70,979 17.9 466.76

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  56,924百万円 22年3月期  70,890百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 504,000 △18.8 △10,000 ― △18,000 ― △16,300 ― △107.11



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）3ページ「（3）連結業績
予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  159,543,915株 22年3月期  159,543,915株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  7,363,790株 22年3月期  7,667,387株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  152,024,317株 22年3月期2Q  151,378,077株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の国内経済は、海外需要の拡大や各種政策効果により回復の兆しが見られた一方、厳しい雇

用・所得環境やデフレ状況、急速な円高進行など懸念材料も多く、先行き不透明な状況が続きました。 

住宅業界においては、新設住宅着工戸数が前年同期比6.2％増加するなど持ち直しの動きがみられるものの、貸家

の新設着工戸数は前年同期比3.7％減少しており、依然として厳しい経営環境が長期化しております。 

このような状況のなか、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、アパート建築請負売上の減少等に

より 百万円（前年同期比20.0％減）、営業損失は、抜本的にコスト構造を見直して原価・販売管理費の削

減を実施しているものの、アパート建築請負売上の減少及び賃貸事業における入居率低迷による利益率悪化等により

百万円（前年同期比57億21百万円の損失増加）、経常損失は、海外子会社等の期末評価替えに伴う為替差損

百万円の発生等により 百万円（前年同期比74億22百万円の損失増加）、四半期純損失は、賞与引当金戻

入額 百万円の計上等により 百万円（前年同期比53億15百万円の損失増加）となりました。 

なお、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする中期経営計画において、今後３年間を賃貸事業収益の確保

を基本としたストック型ビジネスモデルへの転換を図り、収益の安定化と成長路線の回復を目指すための移行期間と

位置付け、売上高・営業利益計画を減収増益基調にて策定しております。 

また、当社グループの営業形態として、アパート建築請負事業は賃貸入居需要の 繁忙期である３月完成の請負契

約が多く、賃貸事業はアパート完成に伴い毎月管理戸数が増加することから、業績は季節的変動があり、売上高・利

益ともに上期より下期の方が多くなります。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

〔賃貸事業〕 

 当第２四半期末の管理戸数は562千戸（前期末比11千戸増）となった一方、入居率は期中平均79.5％（前年同

期比3.0ポイント低下）となりました。これは主に、毎月のアパート完成に伴い管理戸数が増加している一方、

世界的な金融危機発生以降の大手製造業を中心とした生産・雇用調整に伴う法人社宅需要の落ち込みが大きく影

響したものであります。 

 営業面については、供給戸数の抑制を図るとともに、電話・ネット営業の強化や加盟店制度（レオパレスパー

トナーズ）の展開など販売チャネルを拡大し、入居率向上を目指しております。なお、当第２四半期末の直営店

舗数は174店（前期末比18店減）、加盟店数は42店といたしました。  

 利益面については、固定費を増加させずに拡大する管理戸数に対応するため、電話・ネットを利用した無店舗

営業や加盟店制度の展開強化のほか、アパート個別物件単位での家賃戦略の適正化やコスト構造の改善に努めて

まいりましたが、入居率の回復遅れの影響等により営業損失となりました。 

 この結果、売上高は1,700億38百万円（前年同期比0.4％減）、営業損失は195億68百万円（前年同期比17億21

百万円の損失増加）となりました。 

〔アパート建築請負事業〕 

 当第２四半期の受注高は318億53百万円（前年同期比67.1％減）、受注残高は1,479億7百万円（前年同期末比

35.5％減）となりました。これは主に、ローン審査の厳格化や賃貸入居率の下振れに伴う受注低迷、キャンセル

等の影響に加え、アパート供給戸数抑制のため、店舗削減を前倒しで実施したことによるものであります。 

 営業面については、若年単身層向けの従来型の１Ｋに加え、大型1Ｋからファミリータイプまで取り揃えると

ともに、重点エリアである都市部向け商品を投入するなど、入居者層と供給エリアの拡大を見込める商品戦略を

展開しております。なお、当第２四半期末の店舗数は75店（前期末比37店減）といたしました。 

 利益面については、原価管理および工程管理を徹底して資材調達価格の低減、利益率の改善に努めておりま

す。なお、請負事業については、賃貸事業との収益バランスの改善を図るため、賃貸事業における安定的な収益

が確保できる案件に特化した受注活動を行っており、売上高は毎年漸減するものの営業利益は確保する計画であ

ります。 

 この結果、売上高は677億33百万円（前年同期比43.9％減）、営業利益は92億76百万円（前年同期比43.5％

減）となりました。  

〔ホテルリゾート関連事業〕 

   グアムリゾート施設及び国内ホテルの売上高は34億44百万円（前年同期比2.9％増）、営業損失は5億56百万円

（前年同期比75百万円の損失増加）となりました。 

〔住宅等不動産販売事業〕  

  売上高は28億11百万円（前年同期比75.1％減）、営業利益は1億95百万円（前年同期は営業損失7億88百万

円）となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

2,483億15

125億94

54億9 192億73

26億5 175億55
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〔その他事業〕 

 シルバー事業、少額短期保険業、ファイナンス事業等のその他事業は、売上高42億87万円（前年同期比1.6％

減）、営業損失は7億45百万円（前年同期比15億8百万円の改善）となりました。 なお、シルバー事業の施設数

は58ヶ所（前期末比1ヶ所増）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産等の状況） 

当第２四半期末の総資産は、前期末比662億85百万円減少の 百万円となりました。これは主に、現金

及び預金が358億83百万円、売掛金が39億33百万円、建設仮勘定が29億38百万円、長期前払費用が85億81百万円そ

れぞれ減少したことによるものであります。 

負債の合計は、前期末比522億41百万円減少の 百万円となりました。これは主に、有利子負債残高が

20億20百万円増加の633億38百万円となった一方、工事未払金が218億98百万円、未払金が26億20百万円、前受金

が166億76百万円、未成工事受入金が34億26百万円、賞与引当金が26億20百万円それぞれ減少したことによるもの

であります。 

純資産の合計は、前期末比140億43百万円減少の 百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計

上により利益剰余金が175億55百万円減少したことによるものであります。なお、自己資本比率は前期末比0.7ポ

イント低下し17.2％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期比42億80百万円支出増加）となりまし

た。これは主に、長期前払費用の減少額が96億69百万円、売上債権の減少額が 百万円、為替差損が 百

万円となった一方、前期３月に集中したアパート建築請負事業売上高に係る工事未払金等（仕入債務）の減少額

が 百万円、前受金の減少額が 百万円、税金等調整前四半期純損失が 百万円となったことに

よるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入（前年同期は54億21百万円の支出）となりまし

た。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が27億27百万円あった一方、有形固定資産の売却によ

る収入が 百万円、定期預金払戻による収入が22億10百万円（預入による支出差引後）あったこと等による

ものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入（前年同期比373億33百万円収入減少）となりまし

た。これは主に、借入金返済及び社債償還による支出が139億87百万円あった一方、借入による収入が 円あ

ったことによるものであります。 

この結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物残高は 百万円となり、前連結会計年度末比415億

37百万円減少いたしました。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月29日に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。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる債権については、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

③繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降、経営環境等、又は、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度の検討において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化による影響を加味したものを利用する方法によっております。 

3,302億26

2,732億90

569億35

393億76

70億60 54億9

250億68 166億76 174億52

17億49

14億21

20億16

165億

360億8

２．その他の情報
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④空室損失引当金の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の設定家賃及び将来予測入居率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められた場合に、前連結会計年度末の設定家賃及び将来予測入居率に基づき空室損失見積高を算

定する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

  なお、当連結会計年度は課税所得の発生が見込まれないため、当第２四半期連結会計期間については、法人

住民税均等割額年間発生見積額の２分の１に相当する金額を税金費用として計上しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

1．資産除去債務に関する会計基準の適用  

 前連結会計年度末より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。  

 前第３四半期連結累計期間までは当該会計基準等を適用しておりませんでしたが、前期における業績の急

激な悪化を受け、安定的な収益体質への転換を図るために推進する事業構造改革の一環として、コスト構造

の抜本的な見直しを行った結果、前連結会計年度末より適用したものであります。従って、前第２四半期連

結累計期間は、当該会計基準等適用後の方法によった場合に比べて、営業損失及び経常損失は32百万円、税

金等調整前四半期純損失は446百万円それぞれ少なく計上されております。 

2．空室損失引当金の算定方法 

 連結財務諸表提出会社の賃貸事業においては、従来、個別賃貸物件毎の設定家賃及び入居率の実績に基づ

き、合理的な見積可能期間内に発生が見込まれる損失の額を空室損失引当金に計上しておりましたが、近年

の景気低迷により、過去の実績入居率に基づく従来の方法では、実態との時間的ずれ等による損益影響額の

重要性が増していたところ、物件別の入居率を予測・検証する体制が整備されたことにより、実態及び営業

施策を踏まえた将来の予測入居率の把握が可能となったことから、前連結会計年度末より、個別賃貸物件毎

の設定家賃及び将来予測入居率に基づき、合理的な見積可能期間内に発生が見込まれる損失の額を空室損失

引当金に計上する方法に変更しております。 

 前第３四半期連結累計期間までは従来の方法によっておりましたが、変更後の方法は、直近の実態並びに

営業施策を踏まえた将来の予測入居率に基づき引当金計算をするものであり、体制整備前に遡及して将来予

測に基づく計算を行うことは困難かつ合理性を欠くため、前第２四半期連結累計期間に変更後の方法によっ

た場合との比較をしておりません。 

3．請負工事の原価計算方法 

 連結財務諸表提出会社は、請負工事の原価計算において個別原価計算を採用しており、直接個別工事の原

価に配賦できない間接経費については標準配賦率を用いて個別原価に配賦しておりましたが、請負工事の収

益計上基準が工事進行基準に変更となったことに加え、近年の景気低迷の影響による受注高並びに売上高の

減少に伴い、未成工事支出金の期末残高の減少が顕著となったことから、前連結会計年度末において保守的

な観点から原価計算方法を見直し、請負工事に係る間接経費については、完成工事に係る原価として発生時

に処理する方法に変更いたしました。 

 前第３四半期連結累計期間までは従来の方法によっておりましたが、前期における業績の急激な悪化を受

け、安定的な収益体質への転換を図るために推進する事業構造改革の一環として、コスト構造の抜本的な見

直しを行った結果、前連結会計年度末に変更したものであります。従って、前第２四半期連結累計期間は、

変更後の方法によった場合に比べて、営業損失及び経常損失は1,534百万円、税金等調整前四半期純損失は

11,738百万円それぞれ少なく計上されております。間の営業外収益の「その他」に含まれる「投資不動産販

売収入」は69百万円であります。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,548 72,431

売掛金 4,246 8,179

完成工事未収入金 3,476 4,736

営業貸付金 4,830 5,482

販売用不動産 809 1,371

仕掛販売用不動産 682 2,584

未成工事支出金 693 1,184

原材料及び貯蔵品 466 593

前払費用 26,165 27,894

繰延税金資産 6,142 6,142

未収入金 1,806 3,207

その他 10,606 13,503

貸倒引当金 △946 △896

流動資産合計 95,527 146,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 63,446 63,437

土地 95,432 96,293

リース資産（純額） 3,883 4,376

建設仮勘定 428 3,367

その他（純額） 3,240 3,256

有形固定資産合計 166,432 170,731

無形固定資産 7,722 6,385

投資その他の資産   

投資有価証券 6,127 6,930

長期貸付金 485 1,101

固定化営業債権 5,157 5,203

長期前払費用 42,660 51,242

繰延税金資産 7,535 7,482

その他 3,383 5,894

貸倒引当金 △4,889 △4,966

投資その他の資産合計 60,460 72,889

固定資産合計 234,616 250,006

繰延資産 82 89

資産合計 330,226 396,511
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,729 2,704

工事未払金 21,476 43,375

短期借入金 44,330 30,000

1年内償還予定の社債 560 560

リース債務 1,211 1,196

未払金 7,819 10,440

未払費用 4 4

未払法人税等 254 1,594

前受金 81,866 98,543

未成工事受入金 5,998 9,425

賞与引当金 444 3,065

完成工事補償引当金 260 326

資産除去債務 36 40

その他 5,202 7,134

流動負債合計 172,197 208,410

固定負債   

社債 2,880 3,160

長期借入金 11,224 22,761

リース債務 3,132 3,639

退職給付引当金 7,538 7,306

空室損失引当金 31,675 31,728

長期預り敷金保証金 42,232 46,104

資産除去債務 49 61

長期未払金 1,238 1,185

その他 1,122 1,174

固定負債合計 101,093 117,121

負債合計 273,290 325,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 55,640 55,640

資本剰余金 33,745 33,894

利益剰余金 △23,218 △5,663

自己株式 △5,899 △6,142

株主資本合計 60,268 77,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 124

繰延ヘッジ損益 △4 △5

為替換算調整勘定 △3,381 △6,957

評価・換算差額等合計 △3,343 △6,838

新株予約権 11 88

純資産合計 56,935 70,979

負債純資産合計 330,226 396,511
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 ※1  310,390 ※1  248,315

売上原価 277,663 232,012

売上総利益 32,727 16,303

販売費及び一般管理費 ※2  39,600 ※2  28,897

営業損失（△） △6,872 △12,594

営業外収益   

受取利息 52 35

持分法による投資利益 92 －

投資不動産販売収入 － 97

その他 395 364

営業外収益合計 539 497

営業外費用   

支払利息 550 852

支払手数料 412 536

為替差損 4,258 5,409

持分法による投資損失 － 102

その他 296 275

営業外費用合計 5,517 7,176

経常損失（△） △11,850 △19,273

特別利益   

固定資産売却益 70 201

貸倒引当金戻入額 323 136

賞与引当金戻入額 － ※3  2,605

役員退職慰労引当金戻入額 92 －

新株予約権戻入益 － 82

特別利益合計 486 3,025

特別損失   

固定資産売却損 192 14

固定資産除却損 327 66

減損損失 194 308

投資有価証券売却損 － 51

貸倒引当金繰入額 17 56

仕組預金解約損 － 707

特別損失合計 732 1,205

税金等調整前四半期純損失（△） △12,096 △17,452

法人税等 142 102

四半期純損失（△） △12,239 △17,555
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △12,096 △17,452

減価償却費 3,072 3,209

貸倒引当金の増減額（△は減少） 503 △27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △96 －

空室損失引当金の増減額（△は減少） 4,473 △52

支払利息 550 852

為替差損益（△は益） 4,258 5,409

持分法による投資損益（△は益） △92 102

有形固定資産売却損益（△は益） 121 △187

有形固定資産除却損 327 66

減損損失 194 308

投資有価証券売却損益（△は益） △1 108

売上債権の増減額（△は増加） 2,601 7,060

販売用不動産の増減額（△は増加） 10,542 2,463

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,758 490

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,419 9,669

仕入債務の増減額（△は減少） △19,847 △25,068

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,196 △3,426

前受金の増減額（△は減少） △14,889 △16,676

預り保証金の増減額（△は減少） △2,316 △3,766

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,675 1,169

その他 1,825 △1,354

小計 △20,562 △37,100

利息及び配当金の受取額 85 77

利息の支払額 △537 △851

法人税等の支払額 △14,081 △1,502

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,095 △39,376

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △4,115 △1,062

有形固定資産の売却による収入 997 1,421

無形固定資産の取得による支出 △1,771 △1,664

投資有価証券の取得による支出 △115 △19

投資有価証券の売却による収入 111 989

貸付けによる支出 △93 △4

貸付金の回収による収入 2 208

定期預金の預入による支出 － △3,680

定期預金の払戻による収入 － 5,890

その他 △436 △328

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,421 1,749
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 37,799 16,500

短期借入金の返済による支出 △15,000 △1,030

長期借入れによる収入 32,000 －

長期借入金の返済による支出 △18,974 △12,677

社債の発行による収入 3,903 －

社債の償還による支出 － △280

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △379 △589

自己株式の処分による収入 － 94

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,350 2,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 336 △413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830 △36,023

現金及び現金同等物の期首残高 78,375 72,031

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  77,545 ※  36,008
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該当事項はありません。  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分及び事業の内容 

(1）アパート建築請負事業………アパート等の建築請負 

(2）賃貸事業………………………アパート等の賃貸及び管理、賃貸関連諸サービス、営繕工事、社宅代行業、

ブロードバンド事業 

(3）ホテルリゾート関連事業……ホテル・リゾート施設の経営、リゾートクラブ会員権等の販売 

(4）住宅等不動産販売事業………戸建分譲住宅等の販売 

(5）その他事業……………………シルバー事業、ファイナンス事業、少額短期保険業等 

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（請負工事に係る収益の計上基準） 

第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上高は、アパート建築請負事業

で6,057百万円、その他事業で254百万円それぞれ増加しております。また、アパート建築請負事業の営業利

益は1,616百万円増加し、その他事業の営業損失は66百万円減少しております。 

（空室損失引当金） 

前連結会計年度末より、一括借上契約による空室損失の発生に備えるため、個別賃貸物件毎の設定家賃及

び入居率の実績に基づき、合理的な見積可能期間内に発生が見込まれる損失の額を、空室損失引当金に計上

する方法に変更しております。前第３四半期連結累計期間までは従来の方法によっているため、前第２四半

期連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、賃貸事業の営業利益が802百万円少なく計上されて

おります。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

アパート 
建築請負
事業 

(百万円) 

賃貸事業
(百万円)

ホテル
リゾート
関連事業
(百万円)

住宅等
不動産 
販売事業
(百万円)

その他事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円)

売上高及び営業損益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  120,635 170,782 3,347 11,270 4,355  310,390 － 310,390

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 136 1,749 － －  1,886 (1,886) －

計  120,635 170,918 5,097 11,270 4,355  312,277 (1,886) 310,390

営業利益又は営業損失(△)  16,414 △17,846 △481 △788 △2,253  △4,956 (1,916) △6,872
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は「賃貸事業」、「アパート建築請負事業」、「ホテルリゾート関連事業」、「住宅等不動産販売事業」の

４つを報告セグメントとしております。 

「賃貸事業」は、アパート等の賃貸・管理、営繕工事、ブロードバンドサービス、家賃保証業、社宅代行業等を

行っております。「アパート建築請負事業」は、アパート等の建築工事の請負を行っております。「ホテルリゾー

ト関連事業」は、ホテル・リゾート施設の経営及びリゾート会員権等の販売を行っております。「住宅等不動産販

売事業」は、戸建分譲住宅等の販売を行っております。 

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 
（単位：百万円）

（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、シルバー事業、少額短期保険業、

ファイナンス事業等を含んでおります。 

2．セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,196百万円には、セグメント間取引消去△1,214百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用17百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い管理部門に係る一般管理費であります。 

3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

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  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「賃貸事業」セグメントにおいて、賃料相場の低迷及び継続的な地価の下落などにより収益性が著しく低下し

た賃貸用アパートの帳簿価額を回収可能額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は80百万円であ

ります。 

（のれん等に関する情報） 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。  

該当事項はありません。  

  報告セグメント

その他 

（注1）
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注3） 
  賃貸事業 

アパート 

建築請負

事業 

ホテル 

リゾート 

関連事業

住宅等 

不動産 

販売事業

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  170,038 67,733 3,444 2,811 244,028 4,287  248,315 － 248,315

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 176 － 1,017 － 1,194 20  1,214  △1,214 －

計  170,215 67,733 4,461 2,811 245,222 4,308  249,530  △1,214 248,315

セグメント利益又は損失(△)  △19,568 9,276 △556 195 △10,652 △745  △11,397  △1,196 △12,594

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（四半期連結損益計算書関係）  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

（７）その他注記情報

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１ 当社グループの営業形態として、アパート建築請負

事業は賃貸入居需要の 繁忙期である３月完成の請負

契約が多く、賃貸事業はアパート完成に伴い毎月管理

戸数が増加することから、売上高に季節的変動があり

ます。 

※１                同左 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

広告宣伝費 2,991 百万円

販売手数料 1,193   

貸倒引当金繰入額 917   

役員報酬 339   

給料及び賞与 14,024   

賞与引当金繰入額 2,064   

退職給付引当金繰入額 838   

役員退職慰労引当金繰入額 30   

賃借料 2,448   

減価償却費 873   

租税公課 1,727   

その他 12,149   

広告宣伝費 1,218 百万円

販売手数料 6   

貸倒引当金繰入額 197   

役員報酬 142   

給料及び賞与 12,578   

賞与引当金繰入額 176   

退職給付引当金繰入額 605   

賃借料 1,771   

減価償却費 937   

租税公課 1,619   

その他 9,642   

────── ※３ 中期経営計画の達成に向けた経費削減の追加施策と

して、当第２四半期連結累計期間において、従業員に

対する夏季賞与の減額支給を決定したことによるもの

であります。 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に記載されている現金預金の金額に差異はあ

りません。 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年９月30日現在） 

（百万円） 

現金及び預金勘定 36,548

預入期間が３か月を超える定期預金 △539

現金及び現金同等物 36,008
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