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 （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18期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。第18期第３四半期連結累計（会計）期間及び第19期第３四半期連結累計（会計）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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。  

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18期 

第３四半期連結
累計期間 

第19期 
第３四半期連結

累計期間 

第18期 
第３四半期連結

会計期間 

第19期 
第３四半期連結 

会計期間 
第18期 

会計期間 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（千円）  12,542,534  9,923,999  3,060,398  2,686,067  23,634,364

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 △857,482  △912,007  △176,119  △207,013  52,456

四半期純損失（△） 

又は当期純利益（千円） 
 △520,545  △530,956  △110,140  △84,121  13,910

純資産額（千円） － －  24,490,229  24,110,025  25,029,290

総資産額（千円） － －  50,519,710  46,752,343  54,694,111

１株当たり純資産額（円） － －  1,586.95  1,562.35  1,621.88

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額（円） 

 △33.73  △34.41  △7.14  △5.45  0.90

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  48.5  51.6  45.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △12,322,771  △3,321,199 － －  △5,874,802

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △614,257  △321,003 － －  △223,789

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 2,775,183  △2,858,959 － －  1,606,220

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  8,455,094  7,623,406  14,124,568

従業員数（人） － －  203  188  187

－ 1 －



当第３四半期連結会計期間において、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。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

     （注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む）であります。 

  

(2）提出会社の状況 

     （注）従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 188      

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） 154      

－ 2 －



(1）セグメント別販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売（不動産販売事業においては引渡）実績をセグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）不動産販売事業における販売（引渡）実績 

 不動産販売事業の販売（引渡）実績は次のとおりであります。 

  

(3）不動産販売事業における契約実績 

 不動産販売事業の契約実績は次のとおりであります。 

第２【事業の状況】

１【販売及び契約の状況】

セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

不動産販売事業（千円）  2,002,344  －

その他（千円）  683,723  －

合計（千円）  2,686,067  －

区分 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

物件名 引渡戸数 金額（千円） 物件名 引渡戸数 金額（千円）

中高層住宅 

エスリード芝浦ベイサイド  38  880,411
エスリード阿波座シティ

ーウエスト 
 44  747,293

エスリード西宮北口第２  43  675,482 エスリード京都二条  32  344,667

エスリード芦屋陽光町  8  256,320 エスリード千里桃山台  6  283,472

その他   38  644,043 その他   19  429,782

中古マンション  1  9,270 中古マンション  1  14,128

土地 土地  －  － 土地 473.11㎡  183,000

   合計  －  2,465,528  合計  －  2,002,344

区分 

 前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

 当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

期中契約高  期末契約残高 期中契約高  期末契約残高 

戸数 金額（千円） 戸数 金額（千円） 戸数 金額（千円） 戸数 金額（千円）

中高層住宅  179  4,520,235  234  5,832,987  199  4,684,173  304  8,743,049

土地  －  － －  － 473.11㎡  183,000  －  －

計  －  4,520,235  －  5,832,987  －  4,867,173  －  8,743,049

－ 3 －



 当第３四半期連結会計期間において、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。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 (1）業績の状況 

   当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、政府による緊急

経済対策や新興国向け輸出の拡大により、一部に景気の持ち直しの兆しがみられたものの、厳しい雇用情勢や個

人消費等を背景に依然として厳しい状況の中で推移してまいりました。  

    当社グループの属する不動産業界におきましては、住宅ローン減税や住宅エコポイント制度の拡充などの経済

対策の下支えがあり、マンション販売の月間契約率が好不調の判断の分岐点となる70％を超えて推移するなど、

先行きに明るさがみられるようになっております。 

    このような状況のもと、当第３四半期連結会計期間におきましては、完成在庫の販売・引渡及び当社創業以来

大規模となる「エスリード長堀タワー」（総戸数：270戸、平成23年１月竣工予定）の販売に注力するとともに

全社的コスト削減に継続して取り組み収益の確保に努めてまいりました。 

    これらの結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は26億86百万円（前年同期比12.2％減）、連結営業損

失は51百万円（前年同期は連結営業損失42百万円）、連結経常損失は２億７百万円（前年同期は連結経常損失１

億76百万円）、連結四半期純損失は84百万円（前年同期は連結四半期純損失１億10百万円）となりました。 

    なお、当社グループの主力事業であります不動産販売事業においては、引渡基準を採用しており、マンション

の売買契約成立時ではなく、マンションの顧客への引渡をもって売上が計上されます。例年、マンションの引渡

時期が特定の四半期（当期は第４四半期）に偏重する傾向があり、各四半期の売上高及び利益水準は著しく相違

する傾向にあります。 

     セグメント業績は次のとおりであります。  

    不動産販売事業におきましては、売上高は20億２百万円、セグメント損失は１億95百万円となりました。 

     その他につきましては、売上高は６億83百万円、セグメント利益は２億８百万円となりました。 

   （注）第１四半期連結会計期間から、「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）の適用によりセグメント区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との比較は記 

         載しておりません。  

  

   (2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前四半期連結会計期間末

に比べ３億24百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には76億23百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果、増加した資金は10億84百万円（前年同期は10億９百万円の増加）となりました。これは主

に、売上債権の減少６億96百万円、たな卸資産の減少７億49百万円等によるものです。 

  

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     投資活動の結果、増加した資金は92百万円（前年同期は60百万円の減少）となりました。これは主に定期預金

の払戻と預入に伴う純収入93百万円等によるものです。 

  

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果、減少した資金は15億１百万円（前年同期は15億44百万円の減少）となりました。これは主に

マンションプロジェクト資金として４億17百万円を借入れ、物件の引渡を行ったことに伴い借入金17億22百万円

を返済したこと等によるものです。 

  

  (3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

    当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

  (4）研究開発活動 

    記載すべき事項はありません。 

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

－ 4 －



(1）主要な設備の状況  

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 特記すべき事項はありません。 

  

第３【設備の状況】

－ 5 －



①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 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。 

  

   

  大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  61,862,400

計  61,862,400

種類 
第３四半期会計期間末

現在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成23年２月10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  15,465,600  15,465,600

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

完全議決権株式であり、権

利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

単元株式数は100株でありま

す。  

計  15,465,600  15,465,600 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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22年10月１日～ 

平成22年12月31日 
 －  15,465,600  －  1,983,000  －  2,870,350

（６）【大株主の状況】

－ 6 －



 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容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22年９月30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】 

（注）「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式97株が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年９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    33,500 － 単元株式数は100株であります。 

完全議決権株式（その他） 普通株式  15,350,200  153,502 単元株式数は100株であります。 

単元未満株式 普通株式    81,900 － － 

発行済株式総数  15,465,600 － － 

総株主の議決権 －  153,502 － 

  平成22年９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（％） 

日本エスリード 

株式会社 

大阪市福島区福島

六丁目25番19号 
 33,500       －  33,500  0.22

計 －  33,500       －  33,500  0.22

２【株価の推移】

月別 
平成22年 

４月 
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

高（円）  1,030  958  801  728  696  761  766  730  856

低（円）  800  740  645  645  621  640  688  666  701

３【役員の状況】
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限

責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 8,327,006 14,818,368

売掛金 90,687 616,650

販売用不動産 15,470,912 19,709,563

仕掛販売用不動産 15,310,948 12,493,297

繰延税金資産 1,667,476 1,166,609

その他 205,986 406,001

流動資産合計 41,073,017 49,210,490

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,626,393 1,667,275

土地 2,885,024 2,885,024

リース資産（純額） 166,344 144,038

その他（純額） 30,387 38,455

有形固定資産合計 ※1  4,708,150 ※1  4,734,795

無形固定資産 30,454 36,324

投資その他の資産   

投資有価証券 140,262 102,858

長期貸付金 2,625 5,250

長期預金 450,000 200,000

破産更生債権等 － 467,721

繰延税金資産 56,120 140,986

その他 291,712 244,484

貸倒引当金 － △448,800

投資その他の資産合計 940,720 712,501

固定資産合計 5,679,325 5,483,620

資産合計 46,752,343 54,694,111
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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   

支払手形及び買掛金 54,347 5,127,525

短期借入金 1,756,000 7,701,000

1年内返済予定の長期借入金 5,692,689 3,470,909

リース債務 23,088 17,348

未払法人税等 69,883 115,628

前受金 592,780 115,242

賞与引当金 74,202 111,697

その他 497,574 471,608

流動負債合計 8,760,566 17,130,959

固定負債   

社債 120,000 －

長期借入金 12,839,593 11,695,996

リース債務 149,563 131,403

退職給付引当金 104,318 93,340

役員退職慰労引当金 236,875 235,737

その他 431,401 377,384

固定負債合計 13,881,752 12,533,862

負債合計 22,642,318 29,664,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,983,000 1,983,000

資本剰余金 2,871,509 2,871,509

利益剰余金 19,312,086 20,228,846

自己株式 △61,712 △61,433

株主資本合計 24,104,883 25,021,922

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,141 7,367

評価・換算差額等合計 5,141 7,367

純資産合計 24,110,025 25,029,290

負債純資産合計 46,752,343 54,694,111
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（２）【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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

売上高 ※1  12,542,534 ※1  9,923,999

売上原価 10,119,764 7,774,485

売上総利益 2,422,770 2,149,514

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 467,215 465,854

給料及び賞与 1,155,065 1,109,640

賞与引当金繰入額 57,620 73,887

退職給付費用 44,160 42,036

役員退職慰労引当金繰入額 3,400 2,887

租税公課 255,264 194,181

減価償却費 47,286 56,613

その他 907,158 690,817

販売費及び一般管理費合計 2,937,171 2,635,918

営業損失（△） △514,401 △486,404

営業外収益   

受取利息 8,135 3,850

解約違約金収入 1,511 2,300

保証金敷引収入 19,397 17,476

賞与引当金戻入益 9,877 －

その他 31,303 26,617

営業外収益合計 70,224 50,245

営業外費用   

支払利息 395,236 441,693

その他 18,069 34,153

営業外費用合計 413,305 475,847

経常損失（△） △857,482 △912,007

特別利益   

固定資産売却益 130,872 －

貸倒引当金戻入額 － 77,997

特別利益合計 130,872 77,997

特別損失   

固定資産売却損 56,743 －

貸倒引当金繰入額 16,800 －

本社移転費用 29,892 －

特別損失合計 103,436 －

税金等調整前四半期純損失（△） △830,046 △834,010

法人税、住民税及び事業税 99,934 110,552

法人税等調整額 △409,435 △413,606

法人税等合計 △309,501 △303,054

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △530,956

四半期純損失（△） △520,545 △530,956
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 ※1  3,060,398 ※1  2,686,067

売上原価 2,194,876 1,961,048

売上総利益 865,522 725,019

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 153,848 65,192

給料及び賞与 333,835 327,139

賞与引当金繰入額 57,893 74,202

退職給付費用 11,742 12,079

役員退職慰労引当金繰入額 1,275 687

租税公課 58,782 65,782

減価償却費 22,411 19,356

その他 268,427 212,402

販売費及び一般管理費合計 908,216 776,843

営業損失（△） △42,693 △51,823

営業外収益   

受取利息 1,044 1,007

解約違約金収入 632 1,400

保証金敷引収入 11,442 4,691

助成金収入 － 3,450

その他 9,326 3,156

営業外収益合計 22,447 13,705

営業外費用   

支払利息 152,195 151,877

その他 3,677 17,018

営業外費用合計 155,872 168,895

経常損失（△） △176,119 △207,013

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 77,997

特別利益合計 － 77,997

税金等調整前四半期純損失（△） △176,119 △129,016

法人税、住民税及び事業税 29,068 31,996

法人税等調整額 △95,047 △76,892

法人税等合計 △65,979 △44,895

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △84,121

四半期純損失（△） △110,140 △84,121
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第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) 

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（△） △830,046 △834,010

減価償却費 81,776 94,627

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,996 10,978

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,400 1,137

不動産分譲事業損失引当金の増減額（△は減少） △2,390,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,800 △448,800

受取利息及び受取配当金 △9,144 △5,117

支払利息 395,236 441,693

有形固定資産除売却損益（△は益） △73,745 －

移転費用 7,530 －

売上債権の増減額（△は増加） 382,867 993,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,619 1,420,499

仕入債務の増減額（△は減少） △8,561,939 △5,073,178

前受金の増減額（△は減少） △143,938 477,538

その他 △240,613 116,789

小計 △11,585,438 △2,804,157

利息及び配当金の受取額 10,337 4,926

利息の支払額 △459,859 △378,980

法人税等の支払額 △287,810 △142,988

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,322,771 △3,321,199

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,117,500 △726,800

定期預金の払戻による収入 817,000 467,000

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △763,395 △21,657

有形固定資産の売却による収入 198,006 －

無形固定資産の取得による支出 △10,480 －

投資有価証券の取得による支出 △2,073 △42,050

長期貸付金の回収による収入 2,624 2,624

その他 61,560 △120

投資活動によるキャッシュ・フロー △614,257 △321,003

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,875,000 △5,945,000

リース債務の返済による支出 △8,239 △15,160

長期借入れによる収入 6,610,000 3,967,000

長期借入金の返済による支出 △7,241,224 △601,624

社債の発行による収入 － 119,684

自己株式の取得による支出 △251 △279

配当金の支払額 △460,101 △383,579

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,775,183 △2,858,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,161,844 △6,501,162

現金及び現金同等物の期首残高 18,616,939 14,124,568

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  8,455,094 ※1  7,623,406
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 四半期連結会計期間末におけるたな卸資産の一部について簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

【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】

  
当第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） 

 会計処理基準に関する事項の変更 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  第１四半期連結会計期間より、「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。 

  なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

に与える影響はありません。 

  

【表示方法の変更】

当第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） 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

２．前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、

営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前 

第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」は2,300千円であります。  

【簡便な会計処理】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

1,173,182 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

1,085,161

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

※１ 当社グループの主力事業であります不動産販売事

業においては、引渡基準を採用しており、マンショ

ンの売買契約成立時ではなく、マンションの顧客へ

の引渡をもって売上が計上されます。例年、マンシ

ョンの引渡時期が特定の四半期に偏重する傾向があ

り、各四半期の売上高及び利益水準は著しく相違す

る傾向にあります。 

※１          同左 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

※１ 当社グループの主力事業であります不動産販売事

業においては、引渡基準を採用しており、マンショ

ンの売買契約成立時ではなく、マンションの顧客へ

の引渡をもって売上が計上されます。例年、マンシ

ョンの引渡時期が特定の四半期に偏重する傾向があ

り、各四半期の売上高及び利益水準は著しく相違す

る傾向にあります。 

※１          同左 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

※１ 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 

※１ 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21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定  9,547,394

預入期間が３か月を超える定期預金  △1,092,300

現金及び現金同等物  8,455,094

  （千円）

現金及び預金勘定  8,327,006

預入期間が３か月を超える定期預金  △703,600

現金及び現金同等物  7,623,406
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項 

   (1）配当金支払額 

  

   

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

（単位：千円）

   （注）事業区分は事業内容を勘案して、下記のとおり分類しております。 

不動産販売事業 ……… 中高層住宅の販売 

その他の事業  ……… 不動産賃貸・仲介・管理、損害保険代理業、電力の管理、建設・リフォーム等 

  

（株主資本等関係）

普通株式  15,465千株 

普通株式  33千株 

  
  
（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22年５月14日 

取締役会 
普通株式  192,903  12.5  平成22年３月31日  平成22年６月28日 利益剰余金 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式  192,900  12.5  平成22年９月30日  平成22年12月６日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  不動産販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,465,528  594,870  3,060,398  －  3,060,398

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  18,076  18,076  △18,076  －

計  2,465,528  612,946  3,078,474  △18,076  3,060,398

    営業利益（又は損失）  △149,005  102,711  △46,293  3,600  △42,693
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前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（単位：千円）

   （注）事業区分は事業内容を勘案して、下記のとおり分類しております。 

不動産販売事業 ……… 中高層住宅の販売 

その他の事業  ……… 不動産賃貸・仲介・管理、損害保険代理業、電力の管理、建設・リフォーム等 

  

  前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

  前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

１．報告セグメントの概要 

    当第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）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会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。 

 当社グループはマンションの販売から管理・リフォーム等、顧客ニーズに応じたそれぞれのサービスにつ

いて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは製品・サービス別のセグメントから構成されており、とりわけマンション分

譲事業に特化した経営を行っているため、「不動産販売事業」を報告セグメントとしております。 

  

  不動産販売事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  10,958,871  1,583,662  12,542,534  －  12,542,534

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  34,257  34,257  △34,257  －

計  10,958,871  1,617,920  12,576,791  △34,257  12,542,534

        営業利益（又は損失）  △784,997  264,795  △520,201  5,800  △514,401

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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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） 

（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、不動産賃貸事業、不動産管

理事業、電力管理事業、建設・リフォーム事業及び不動産仲介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△688,036千円には、各報告セグメントに配分していない全社

費用△688,036千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経常損失と調整を行っております。 

  

    当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（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、不動産賃貸事業、不動産管

理事業、電力管理事業、建設・リフォーム事業及び不動産仲介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△219,672千円には、各報告セグメントに配分していない全社

費用△219,672千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経常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３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）  

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

  

  （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。  

  （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 

不動産 
販売事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  7,955,793  7,955,793  1,968,205  9,923,999  －  9,923,999

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  13,576  13,576  △13,576  －

計  7,955,793  7,955,793  1,981,782  9,937,576  △13,576  9,923,999

セグメント利益又は損失（△）   △793,974  △793,974  570,004  △223,970  △688,036  △912,007

  （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 

不動産 
販売事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  2,002,344  2,002,344  683,723  2,686,067  －  2,686,067

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  5,775  5,775  △5,775  －

計  2,002,344  2,002,344  689,498  2,691,843  △5,775  2,686,067

セグメント利益又は損失（△）  △195,440  △195,440  208,099  12,658  △219,672  △207,013
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  （重要な負ののれんの発生益） 

   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。  

   

  当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日） 

 以下の科目が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められます。 

  

  
（注） 金融商品の時価の算定方法 

 (1)支払手形及び買掛金並びに(2)短期借入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

  

 (3)長期借入金（１年内返済予定を含む） 

 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割

り引いて算出する方法によっております。なお、利子率については、約定金利に金利水準の変動のみ

を反映した利子率を用いております。  

  

  

 記載すべき事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

    記載すべき事項はありません。 

  

  

    記載すべき事項はありません。 

（金融商品関係）

科目 
四半期連結貸借対照 
表計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

 (1)支払手形及び買掛金  54,347  54,347  －

 (2)短期借入金  1,756,000  1,756,000  －

 (3)長期借入金（１年内返済予定

を含む） 
 18,532,282  18,541,572  9,290

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（資産除去債務関係）

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

 記載すべき事項はありません。 

  

平成22年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………192,900千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………12円50銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年12月６日 

 （注） 平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,562 35銭 １株当たり純資産額  円1,621 88銭

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第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） 

１株当たり四半期純損失金額（△） 円 銭△33 73 １株当たり四半期純損失金額（△） 円 銭△34 41

 なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第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) 

四半期純損失（△）（千円）    △520,545    △530,956

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損失（△）（千円）    △520,545    △530,956

期中平均株式数（千株）         15,432         15,432

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年10月１日 

至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額（△） △７円 銭14 １株当たり四半期純損失金額（△） △５円 銭45

 なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

 なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日) 

四半期純損失（△）（千円）    △110,140    △84,121

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損失（△）（千円）    △110,140    △84,121

期中平均株式数（千株）         15,432         15,431

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月９日

日本エスリード株式会社 

取締役会 御中 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 柏木  忠  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 岡本 伸吾  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」に掲げられている日本エスリード

株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 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、日本エスリード株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

 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いません。 



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月７日

日本エスリード株式会社 

取締役会 御中 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 柏木  忠  印 

  
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 岡本 伸吾  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」に掲げられている日本エスリード

株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日か

ら平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 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、日本エスリード株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

 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いません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成23年２月10日 

【会社名】 日本エスリード株式会社 

【英訳名】 NIHON ESLEAD CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  荒牧 杉夫 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市福島区福島六丁目25番19号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



当社代表取締役荒牧杉夫は、当社の第19期第３四半期（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




