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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 10,754 △52.7 542 △51.4 306 △62.4 216 51.1
23年3月期第3四半期 22,724 △17.2 1,117 174.7 814 ― 143 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 377百万円 （245.8％） 23年3月期第3四半期 109百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 27.95 ―

23年3月期第3四半期 18.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 20,709 2,636 12.7
23年3月期 25,595 2,258 8.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,636百万円 23年3月期  2,258百万円

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  

  平成24年３月期の期末配当予想金額は、未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 17,300 △46.2 650 △55.0 350 △66.5 300 △12.6 38.75



(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ます。なお、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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P．
３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 7,747,000 株 23年3月期 7,747,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 6,875 株 23年3月期 6,875 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,740,125 株 23年3月期3Q 7,740,125 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、改善されつつあった景況感が、タイの大洪水によ

り日本企業の生産活動が一時停止に追い込まれたことやヨーロッパの政府債務問題と円高・株安に加

え、消費税の増税が政府方針として打ち出されたことにより、景気の先行きや企業収益などに不透明感

が広がっております。 

当社企業グループの属する不動産業界におきましては、マンション販売初月契約率が、首都圏では４

月～12月までの９ヶ月間で、好不調の分かれ目とされる70％をほぼ上回り、また、近畿圏においても４

月からの９ヶ月間の内、６ヶ月において初月契約率が70％を上回る等、需要の底堅さが窺えます。首都

圏での新規供給戸数につきましては、震災の影響を受け低迷した春先から、秋口には復調し前年並みの

供給戸数となりました。また、近畿圏においては、前年比6.9％減となりましたが、２年連続で２万戸

台をキープしております。（㈱不動産経済研究所調査） 

懸念されております建築資機材のコストアップにつきましては、東日本大震災の被災地において人件

費や資材費の上昇が窺え、全国的にも今後の動向について、引き続き注視する必要があります。 

このような事業環境下、当社企業グループは、これまで培ってきた自社販売・経費削減等の施策を引

き続き実施するとともに、次年度以降のマンション販売事業構築を図るため、各取引銀行のご協力を得

て新規用地の仕入れに注力しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は10,754百万円（前年同四半期

比52.7％減）、営業利益は542百万円（同51.4％減）、経常利益は306百万円（同62.4％減）、四半期純

利益は216百万円（同51.1％増）となり、当初予想した業績にて推移いたしました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

(不動産販売事業) 

当第３四半期連結累計期間においては、在庫の圧縮に努めるとともに新規のモデルルームをオープン

させる等、新規取得済み用地の販売準備を進めてまいりました。 

なお、「クレアホームズ藤沢鵠沼」が当第３四半期連結累計期間において竣工・引渡となりました。

また、東日本大震災後における商品性に対する消費者ニーズの変化に対応するべく平成23年10月にモ

デルルームオープンいたしました「クレアホームズ船橋」（総戸数50戸）では、共用部のLED照明採用

に加え、住戸内でも一部LED照明を設置し節電効果を高めております。防災面では、防災倉庫を設け、

災害用マンホールトイレ、ポータブルガスボンベ発電機を備え、また、各住戸にも個人備蓄が可能な専

用トランクルームを設置し、省エネ・防災を意識した商品企画を採用いたしました。 

平成24年１月モデルルームオープンの「ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂」（総戸数201戸）で

は、前述の共用部LED照明及び防災倉庫に加え、かまどベンチ、緊急地震速報サービス、自家発電機、

エレベーター自動診断・自動復旧システムを採り入れ、また、高強度コンクリートを採用し防災面・構

造面に重点を置いた商品企画といたしました。 

このように事業性向の高い新規用地の取得は当然として、消費者ニーズに対応した商品企画を行って

まいります。 

この結果、売上高は8,384百万円（前年同四半期比58.5％減）、セグメント利益(営業利益)は593百万

円（同49.5％減）となりました。 

(不動産賃貸・管理事業) 

賃貸市場におきましては、平成23年12月末時点での空室率が首都圏（都心５区）で7.0％、広島市に

おいては13.3％、また福岡市においても13.1％（シービーアールイー㈱調査）と高い水準で推移してお

り、依然として借り手優位の厳しい状況は続いております。このような環境のなか、当社企業グループ

におきましては、既存テナントの確保を 重要課題と捉え、テナント企業のニーズを早期に把握し、テ

ナント流失防止に取り組んでまいりました。 

ビル管理事業におきましては、引き続き原価の圧縮に努め、防災対策や設備更新等のスポット工事受

注による収益向上を図りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

セントラル総合開発㈱(3238)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

- 2 -



  
マンション管理事業におきましては、「クレアホームズ藤沢鵠沼」（総戸数66戸）が管理戸数として

増加いたしました。引き続き経費圧縮及び原価の圧縮を図るとともに、専門性の高いサービスの提供を

行ってまいります。 

この結果、売上高は2,348百万円（前年同四半期比5.1％減）、セグメント利益(営業利益)は392百万

円（同2.0％減）となりました。 

(その他) 

その他の事業（保険代理事業）におきましては、マンション購入者及びマンション管理組合向け火災

保険を中心に販売を行ってまいりました。 

この結果、売上高は28百万円（前年同四半期比23.8％減）、セグメント利益(営業利益)は4百万円

（同65.9％減）となりました。今後もマンション関連商品の販売を強化してまいります。 

  

(資産) 

総資産は、前連結会計年度末に比べて4,886百万円減少し、20,709百万円（前期比19.1％減）となり

ました。これは、主として不動産販売事業における繰越在庫の圧縮等によりたな卸資産が3,252百万円

減少したこと、並びに、仕入債務の決済等のため現金及び預金が1,601百万円減少したことなどによる

ものであります。 

(負債) 

負債は、前連結会計年度末に比べて5,264百万円減少し、18,073百万円（前期比22.6％減）となりま

した。これは、主として繰越在庫の圧縮等により借入金が3,887百万円減少したこと、前連結会計年度

竣工物件に係る建築工事費の決済により支払手形及び買掛金が1,000百万円減少したことなどによるも

のであります。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度に比べて377百万円増加し、2,636百万円（前期比16.7％増）となりまし

た。これは、主として当第３四半期連結累計期間において216百万円の四半期純利益を計上し利益剰余

金が増加したことなどによるものであります。 

  

平成23年５月13日に発表いたしました通期の連結業績予想につきましては、現時点において変更はあ

りません。今後、何らかの変化がある場合には適時開示してまいります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,336,581 1,734,611

受取手形及び売掛金 229,273 195,996

販売用不動産 8,362,083 4,382,699

不動産事業支出金 7,958,735 8,682,097

貯蔵品 2,543 5,648

繰延税金資産 5,666 3,390

その他 206,239 235,308

貸倒引当金 △1,072 △923

流動資産合計 20,100,051 15,238,827

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 613,981 593,489

機械装置及び運搬具（純額） 5,569 4,015

土地 4,256,227 4,256,227

その他（純額） 4,787 3,978

有形固定資産合計 4,880,565 4,857,710

無形固定資産 10,988 9,364

投資その他の資産

投資有価証券 167,793 159,553

繰延税金資産 119 －

その他 482,876 490,465

貸倒引当金 △46,600 △46,600

投資その他の資産合計 604,189 603,419

固定資産合計 5,495,743 5,470,495

資産合計 25,595,795 20,709,322

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,307,478 307,353

短期借入金 15,236,980 11,672,106

未払法人税等 58,470 29,431

賞与引当金 30,446 13,568

その他 664,673 614,395

流動負債合計 17,298,049 12,636,854

固定負債

長期借入金 4,374,400 4,051,394

再評価に係る繰延税金負債 1,119,059 980,173

退職給付引当金 67,072 53,997

その他 478,651 350,635

固定負債合計 6,039,183 5,436,201

負債合計 23,337,232 18,073,056
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,008,344 1,008,344

資本剰余金 673,277 673,277

利益剰余金 241,112 354,513

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 1,915,245 2,028,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △42,225 △19,768

土地再評価差額金 385,543 627,389

その他の包括利益累計額合計 343,317 607,620

純資産合計 2,258,562 2,636,266

負債純資産合計 25,595,795 20,709,322
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 22,724,122 10,754,520

売上原価 19,459,235 8,539,915

売上総利益 3,264,886 2,214,605

販売費及び一般管理費 2,147,601 1,671,753

営業利益 1,117,285 542,852

営業外収益

受取利息 838 503

受取配当金 4,807 4,058

受取賃貸料 518,001 233,057

その他 883 1,071

営業外収益合計 524,531 238,691

営業外費用

支払利息 619,133 376,751

その他 207,770 98,381

営業外費用合計 826,904 475,133

経常利益 814,911 306,410

特別利益

固定資産売却益 967 －

その他 3 －

特別利益合計 971 －

特別損失

減損損失 1,244,403 －

固定資産除却損 54 1,254

投資有価証券評価損 19,746 30,697

訴訟関連損失 7,890 －

特別損失合計 1,272,095 31,951

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（△）

△456,211 274,458

法人税等 △599,446 58,097

少数株主損益調整前四半期純利益 143,234 216,360

少数株主利益 － －

四半期純利益 143,234 216,360
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 143,234 216,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33,993 22,457

土地再評価差額金 － 138,885

その他の包括利益合計 △33,993 161,343

四半期包括利益 109,240 377,703

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 109,240 377,703

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

 
※土地再評価した資産を売却したことに伴う土地再評価差額金からの振替によるものであります。 

  

  

（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

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,008,344 673,277 241,112 △7,488 1,915,245

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額

四半期純利益 216,360 216,360

土地再評価差額金の取崩  ※ △102,960 △102,960

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計

― ― 113,400 ― 113,400

当第３四半期連結会計期間末残高 1,008,344 673,277 354,513 △7,488 2,028,645
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