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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23期

第１四半期連結

累計期間

第24期

第１四半期連結

累計期間

第23期

会計期間 
自 平成24年２月１日

至 平成24年４月30日

自 平成25年２月１日

至 平成25年４月30日

自 平成24年２月１日

至 平成25年１月31日

売上高 （千円） 1,050,821 775,509 4,568,172

経常利益又は経常損失（△） （千円） 51,979 △1,491 328,511

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） 26,326 △14,305 176,642

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 31,751 △8,565 189,038

純資産額　　　　　　　 （千円） 1,171,869 1,282,875 1,329,156

総資産額　　　　　　　 （千円） 4,039,627 4,925,349 4,970,968

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 6.56 △3.56 44.00

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 6.50 － 43.84

自己資本比率 （％） 28.6 25.7 26.3

　（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．第24期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

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、積極的な景気対策及び金融緩和政策等により、円安・株高が進

行し、企業の業績見通しも回復基調を示すなど、景気回復への期待が高まっているものの、個人の雇用・所得環境は

依然改善されておらず、実体経済の回復までには至っておりません。

　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、供給戸数も増加傾向

にあるなど、市況は回復傾向にあるものの、不動産投資の活発化や東日本大震災復興需要の本格化等により、地価及

び建築費の上昇傾向が見られ、今後の分譲マンション開発への影響が懸念されております。

　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の完成がなかったことから、資産運用型マン

ションの販売を中心に行いました。

　この結果、売上高 775,509千円（前年同期比26.2％減）、営業損失 7,504千円（前年同期は営業利益 66,487千

円）、経常損失 1,491千円（前年同期は経常利益 51,979千円）、四半期純損失 14,305千円（前年同期は四半期純

利益 26,326千円）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

　引渡しは、福岡市及び東京都で完成在庫のみ４戸にとどまりました。また、新規物件（グランフォーレ室見アクア

コート、福岡市、平成25年12月完成・引渡し予定）の販売を開始し、順調に契約高を積み上げました。この結果、売

上高 105,481千円（前年同期比80.2％減）、セグメント損失 64,623千円（前年同期はセグメント利益 33,057千

円）となりました。

② 資産運用型マンション販売事業

　前年よりの継続物件（グランフォーレプライム西公園）及び新規物件（グランフォーレ大名プレミア）の販売

を行い32戸を引渡したほか、中古物件11戸を引渡し、好調に推移いたしました。この結果、売上高 612,638 千円

（前年同期比28.6％増）、セグメント利益 104,569千円（前年同期比49.1％増）となりました。

③ 不動産賃貸管理事業

　管理戸数は 1,694戸となり、資産運用型マンションの販売に伴う賃貸管理契約数が伸び、新規物件の賃貸募集も

順調に完了いたしました。この結果、売上高 47,179千円（前年同期比17.6％増）、セグメント利益 17,845千円

（前年同期比20.1％減）となりました。

④ その他の事業

　不動産売買の仲介業案件が増加する一方、商用及び住居用ビル１棟を取得し、不動産賃貸業を開始いたしました。

この結果、売上高 10,209千円（前年同期比428.5％増）、セグメント損失 1,284千円（前年同期はセグメント利益

1,580千円）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25年４月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25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25年２月１日～

平成25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25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25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    4,014,200 40,142 －

単元未満株式 普通株式          200 － －

発行済株式総数 4,184,000 － －

総株主の議決権 － 40,142 －

②【自己株式等】 

 平成25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25年２月１日から平成

25年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平成25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。

　

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

 6/15



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25年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,842,097 1,498,109

売掛金（純額） ※1
 1,677

※1
 1,614

販売用不動産 1,396,460 990,914

仕掛販売用不動産 1,416,793 1,760,668

その他 ※1
 79,831

※1
 124,762

流動資産合計 4,736,859 4,376,068

固定資産

有形固定資産 174,590 483,052

無形固定資産 1,462 1,431

投資その他の資産 ※1
 58,055

※1
 64,796

固定資産合計 234,109 549,280

資産合計 4,970,968 4,925,349

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 755,671 324,524

短期借入金 1,118,072 1,351,787

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 393,788

※2
 125,088

未払法人税等 111,117 11,086

賞与引当金 8,213 16,038

その他の引当金 13,081 13,986

その他 310,906 331,432

流動負債合計 2,710,849 2,173,943

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 ※2
 689,326

※2
 1,205,054

長期預り敷金 38,984 54,131

その他 2,652 9,345

固定負債合計 930,962 1,468,530

負債合計 3,641,812 3,642,473

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 778,403 731,982

自己株式 △24,278 △24,278

株主資本合計 1,304,868 1,258,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,729 6,800

その他の包括利益累計額合計 3,729 6,800

少数株主持分 20,557 17,627

純資産合計 1,329,156 1,282,875

負債純資産合計 4,970,968 4,925,349
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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24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年４月30日)

売上高 1,050,821 775,509

売上原価 733,649 478,931

売上総利益 317,171 296,578

販売費及び一般管理費 250,684 304,082

営業利益又は営業損失（△） 66,487 △7,504

営業外収益

受取家賃 10,792 11,934

受取手数料 3,319 7,429

その他 3,941 5,258

営業外収益合計 18,053 24,622

営業外費用

支払利息 14,447 16,143

株式公開費用 11,139 －

その他 6,974 2,465

営業外費用合計 32,560 18,609

経常利益又は経常損失（△） 51,979 △1,491

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（△）

51,979 △1,491

法人税、住民税及び事業税 26,943 13,710

法人税等調整額 △6,498 △3,565

法人税等合計 20,445 10,144

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（△）

31,534 △11,636

少数株主利益 5,208 2,669

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,326 △14,305
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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24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年４月30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（△）

31,534 △11,636

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 217 3,070

その他の包括利益合計 217 3,070

四半期包括利益 31,751 △8,565

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,543 △11,234

少数株主に係る四半期包括利益 5,208 2,669

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

 9/15



【会計方針の変更】

（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）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年２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損益に与える影響はありません。　　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成25年１月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年４月30日）

流動資産 130千円 80千円

投資その他の資産 2,463 2,751

※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。

前連結会計年度（平成25年１月31日）

（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 103,300 

　計 149,980 

（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。

当第１四半期連結会計期間（平成25年４月30日）

（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 91,630 

　計 138,310 

（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。

（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24年２月１日
至  平成24年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年２月１日
至  平成25年４月30日）

減価償却費 1,386千円 1,709千円

（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
1株当たり
配当額

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 24,086千円 6円 平成24年１月31日平成24年４月27日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年２月１日　至　平成25年４月30日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
1株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月25日

定時株主総会
普通株式 32,115千円 8円 平成25年１月31日平成25年４月26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。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年２月１日　至　平成25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
105,481612,63847,179765,29910,209775,509 － 775,509

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 120 120 261 381 △381 －

計 105,481612,63847,299765,42010,470775,890△381 775,509

セグメント利益

又は損失（△）
△64,623104,56917,84557,791△1,28456,507△64,011△7,504

（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、仲介業及び賃貸業を含んでおりま

す。　

　　　2．セグメント利益又は損失の調整額△64,011千円には、セグメント間取引消去△381千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△63,630千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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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24年２月１日
至　平成24年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年２月１日
至　平成25年４月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
6円56銭 △3円56銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

　（千円）
26,326 △14,305

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又は四半期純

損失金額（△）　（千円）
26,326 △14,305

普通株式の期中平均株式数（株） 4,014,400 4,014,400

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 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） 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）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

（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25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25年２月１日から平成26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25年２月１

日から平成25年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平成25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25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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