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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 

第22期

第１四半期連結

累計期間

第23期

第１四半期連結

累計期間

第22期

会計期間 
自 平成23年２月１日

至 平成23年４月30日

自 平成24年２月１日

至 平成24年４月30日

自 平成23年２月１日

至 平成24年１月31日

売上高 （千円） 1,766,845 1,050,821 3,634,323

経常利益 （千円） 297,577 51,979 197,388

四半期（当期）純利益 （千円） 172,642 26,326 96,233

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 174,450 31,751 106,901

純資産額　　　　　　　 （千円） 1,437,763 1,171,869 1,171,204

総資産額　　　　　　　 （千円） 3,535,237 4,039,627 3,833,274

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 8,601.18 6.56 23.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 8,558.54 6.50 23.82

自己資本比率 （％） 34.7 28.6 30.1

　（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

　　　　2．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　3．当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。そのため、

第22期第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。

　　　　4．第22期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

  また、主要な関係会社における異動もありません。  
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、欧州債務危機回避の見込み、円高傾向の一服等により、景気回

復への期待が高まり、企業の業績見通しも回復基調を示すようになったものの、円高対策、消費税増税、震災復興、デ

フレ改善等の経済政策は確定せず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　当社グループが属する分譲マンション業界におきましては、個人の住宅需要が堅調に推移し、需給バランスが改善

したこと等により、市況は回復傾向にあると考えられます。

　このような事業環境のもと、当社グループは、ファミリーマンション１棟の完成に伴う引渡しを行い、福岡市及び

熊本市での新規開発に着手する一方、資産運用型マンションの販売等を継続して行いました。

　この結果、売上高 1,050,821千円（前年同期比40.5％減）、営業利益 66,487千円（前年同期比77.0％減）、経常利

益 51,979千円（前年同期比82.5％減）、四半期純利益 26,326千円（前年同期比84.8％減）となりました。

　

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

① ファミリーマンション販売事業

　福岡市で１棟12戸（グランフォーレ室見リバーコート）の引渡しを完了したほか、東京都の物件（グランフォー

レ竹ノ塚）及び中古物件を含め合計16戸を引渡しました。また、当連結会計年度中に福岡市で完成予定の２物件

（グランフォーレ西公園ザ・パークサイド、グランフォーレ南福岡）の販売活動を行い、順調に契約高を積み上げ

ました。この結果、売上高 532,201千円（前年同期比57.2％減）、セグメント利益 33,057千円（前年同期比86.8％

減）となりました。

② 資産運用型マンション販売事業

　営業戦力の充実を図るとともに、前年より継続して２物件（グランフォーレラグゼ平尾、グランフォーレプライ

ム平尾）の販売を行い24戸を引渡したほか、中古物件13戸を引渡しました。この結果、売上高 476,564 千円（前年

同期比2.7％増）、セグメント利益 70,143千円（前年同期比25.7％増）となりました。

③ 不動産賃貸管理事業

　管理戸数は 1,508戸となり、入居率の維持・向上に努めた結果、売上高 40,122千円（前年同期比17.4％増）、セ

グメント利益 22,346千円（前年同期比101.8％増）となりました。

④ その他の事業

　不動産売買の仲介業を行った結果、売上高 1,932千円（前年同期比91.8％減）、セグメント利益 1,580千円（前

年同期比92.5％減）となりました。　

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更は

ありません。

（3）研究開発活動

該当事項はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年４月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年６月13日）

上場金融商品取引所名又は登

録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 4,184,000 4,184,000

大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

福岡証券取引所

単元株式数100株

計 4,184,000 4,184,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成24年２月１日～

平成24年４月30日 
－ 4,184,000 － 338,000 － 207,000

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿が確認できないため、記載すること

ができないことから、直前の基準日（平成24年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   　 169,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式    4,014,400 40,144 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 4,184,000 － －

総株主の議決権 － 40,144 －

②【自己株式等】 

 平成24年４月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
 自己名義所有
 株式数（株）

 他人名義所有
 株式数（株）

 所有株式数の
 合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社コーセー

アールイー

福岡市中央区赤坂

１丁目15－30
169,600 － 169,600 4.05

計 － 169,600 － 169,600 4.05

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年２月１日から平成

24年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年２月１日から平成24年４月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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24年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 870,006 1,268,736

売掛金（純額） ※1
 1,597

※1
 1,624

販売用不動産 1,610,932 1,255,531

仕掛販売用不動産 1,032,322 1,226,274

その他 ※1
 90,760

※1
 60,628

流動資産合計 3,605,619 3,812,795

固定資産

有形固定資産 179,299 178,004

無形固定資産 1,586 1,555

投資その他の資産 ※1
 46,767

※1
 47,271

固定資産合計 227,654 226,831

資産合計 3,833,274 4,039,627

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 306,149 111,777

短期借入金 210,885 688,370

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 779,549

※2
 936,120

未払法人税等 35,666 23,084

賞与引当金 7,926 15,577

その他の引当金 22,507 17,469

その他 256,841 273,995

流動負債合計 1,619,524 2,066,393

固定負債

社債 － 200,000

長期借入金 ※2
 1,004,530

※2
 562,900

長期預り敷金 36,353 36,744

その他 1,661 1,718

固定負債合計 1,042,544 801,363

負債合計 2,662,069 2,867,757

純資産の部

株主資本

資本金 338,000 338,000

資本剰余金 212,744 212,744

利益剰余金 625,846 628,086

自己株式 △24,278 △24,278

株主資本合計 1,152,312 1,154,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 559 777

その他の包括利益累計額合計 559 777

少数株主持分 18,332 16,540

純資産合計 1,171,204 1,171,869

負債純資産合計 3,833,274 4,039,627
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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１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年２月１日
　至　平成23年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

売上高 1,766,845 1,050,821

売上原価 1,270,518 733,649

売上総利益 496,326 317,171

販売費及び一般管理費 206,722 250,684

営業利益 289,603 66,487

営業外収益

受取家賃 12,847 10,792

受取手数料 4,002 3,319

その他 2,164 3,941

営業外収益合計 19,015 18,053

営業外費用

支払利息 9,521 14,447

株式公開費用 － 11,139

その他 1,519 6,974

営業外費用合計 11,041 32,560

経常利益 297,577 51,979

特別利益

負ののれん発生益 874 －

特別利益合計 874 －

特別損失

固定資産除却損 1,048 －

特別損失合計 1,048 －

税金等調整前四半期純利益 297,403 51,979

法人税、住民税及び事業税 85,925 26,943

法人税等調整額 36,580 △6,498

法人税等合計 122,505 20,445

少数株主損益調整前四半期純利益 174,897 31,534

少数株主利益 2,254 5,208

四半期純利益 172,642 26,326
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【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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年２月１日
　至　平成23年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 174,897 31,534

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △447 217

その他の包括利益合計 △447 217

四半期包括利益 174,450 31,751

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 172,195 26,543

少数株主に係る四半期包括利益 2,254 5,208
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【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年２月１日
至　平成24年４月30日）

　(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成24年１月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年４月30日）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額． ※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
　
流動資産 190 千円

投資その他の資産 2,717 千円
　

　
流動資産 110 千円

投資その他の資産 2,461 千円
 

※２．財務制限条項

以下の借入金等に関して、次のとおり確約しており、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利

益を喪失する可能性があります。
　

※２．財務制限条項 

  以下の借入金等に関して、次のとおり確約しており、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利

益を喪失する可能性があります。
　

（借入金等） （借入金等）

 １年内返済予定の長期借入金 46,680 千円

 長期借入金 149,980 

 計 196,660 
　

　１年内返済予定長期借入金 46,680 千円

　長期借入金 138,310 

 計 184,990 
　

（確約内容）

① 各年度の決算期末において、純資産額が900,000

千円以下にならないこと。

（確約内容）

① 各年度の決算期末において、純資産額が900,000

千円以下にならないこと。

② 借入先金融機関の事前承認なく第三者（当社の

代表者、子会社等を含む。）に対し211,700千円を

超える貸付け、出資、保証を行わないこと。
 

② 借入先金融機関の事前承認なく第三者（当社の

代表者、子会社等を含む。）に対し211,700千円を

超える貸付け、出資、保証を行わないこと。
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（の

れんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年２月１日
至　平成24年４月30日）

減価償却費 1,622千円 減価償却費 1,386千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年４月30日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月27日

定時株主総会
普通株式 24,0861,200平成23年１月31日平成23年４月28日利益剰余金

　　（注）１株当たり配当額は、株式分割（平成23年８月１日、１株につき200株）が行われる前の数値で表示しておりま

す。　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年２月１日　至　平成24年４月30日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月26日

定時株主総会
普通株式 24,086 6平成24年１月31日平成24年４月27日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年４月30日）

　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
（注）1

合計
調整額
 （注）2

四半期連結
損益計算書
計上額

 （注）3

ファミリー
マンション
販売事業

資産運用型
マンション
販売事業

不動産賃貸
管理事業

計

売上高                                 

(1）外部顧客への

売上高
1,244,869464,20034,1901,743,26023,5841,766,845－ 1,766,845

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 7 7 225 232 △232 －

計 1,244,869464,20034,1981,743,26823,8091,767,078△2321,766,845

セグメント利益 250,97955,78711,074317,84121,056338,897△49,294289,603

（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、仲介業、販売代理業及びコンサル

ティング業を含んでおります。　

　　　2．セグメント利益の調整額△49,294千円には、セグメント間取引消去△232千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△49,061千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一般管理費であ

ります。

　　　3．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年２月１日　至　平成24年４月30日）

　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
（注）1

合計
調整額
 （注）2

四半期連結
損益計算書
計上額

 （注）3

ファミリー
マンション
販売事業

資産運用型
マンション
販売事業

不動産賃貸
管理事業

計

売上高                                 

(1）外部顧客への

売上高
532,201476,56440,1221,048,8891,9321,050,821－ 1,050,821

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 91 91 － 91 △91 －

計 532,201476,56440,2141,048,9801,9321,050,912△911,050,821

セグメント利益 33,05770,14322,346125,5471,580127,127△60,63966,487

（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、仲介業を含んでおります。　

　　　2．セグメント利益の調整額△60,639千円には、セグメント間取引消去△91千円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△60,548千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一般管理費であ

ります。

　　　3．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

EDINET提出書類

株式会社コーセーアールイー(E04075)

四半期報告書

12/15



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年２月１日
至　平成23年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年２月１日
至　平成24年４月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 8,601円18銭 6円56銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 172,642 26,326

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 172,642 26,326

普通株式の期中平均株式数（株） 20,072 4,014,400

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 8,558円54銭 6円50銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 100 35,052

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿

 （注）当社は、平成23年８月１日付で普通株式１株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。当該株式

分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合における前第１四半期連結累計期間に係る１株当たり四

半期純利益金額は 43円1銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は 42円79銭であります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年６月12日

株式会社コーセーアールイー

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 青野　 弘　 　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 工藤　重之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社コーセー

アールイーの平成24年２月１日から平成25年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年２月１

日から平成24年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年２月１日から平成24年４月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社コーセーアールイー及び連結子会社の平成24年４月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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