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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第３四半期 6,272 △27.0 △543 － △873 － △534 －

19年２月期第３四半期 8,596 － 422 － 344 － 178 －

19年２月期 14,867  993  862  476  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年２月期第３四半期 △44,037 02 － －

19年２月期第３四半期 17,609 57 － －

19年２月期 46,469 22 － －

(2）連結財政状態  

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

20年２月期第３四半期 12,856 1,326 10.3 109,307 85

19年２月期第３四半期 8,494 928 10.9 91,584 26

19年２月期 12,197 1,896 15.5 156,218 17

２．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日　～　平成20年２月29日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 20,200 35.9 600 △39.6 210 △75.7 120 △74.8 9,884 68

３．その他

(1）期中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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、様々な要因により異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期においては、マンション分譲事業及び戸建分譲事業における新規物件の竣工はなかったものの、当中間

連結会計期間末において完成済物件であるロータリーパレス取手・ロータリーパレス姉ヶ崎・ロータリーパレス佐貫・

ロータリーパレス秋葉原・ロータリーパレスくぬぎ山・ロータリーパレス北上尾・ロータリーガーデン佐貫・ロータリ

ーガーデン西白井を重点的に販売した結果、上記物件のうち「ロータリーパレス姉ヶ崎」が完売いたしました。また、

不動産投資開発事業におきましては、近隣の再開発計画に伴い上半期での販売を見合わせていた「永田町」の引渡が完

了し、当第３四半期の業績に寄与しております。

　この結果、当第３四半期の連結業績は売上高6,272百万円（前年同期比27.0％減）となり、営業損失543百万円（前年

同期は営業利益422百万円）、経常損失873百万円（前年同期は経常利益344百万円）、四半期純損失534百万円（前年同

期は四半期純利益178百万円）となりました。

　なお、当連結会計年度のマンション分譲事業及び戸建分譲事業においては、平成20年１月から２月にかけてプロジェ

クトの竣工が集中するため、第４四半期（平成19年12月１日～平成20年２月29日）に業績が偏重することとなります。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ659百万円増加し12,856百万円となりました。また、負

債は、前連結会計年度末に比べ1,228百万円増加し、11,529百万円となりました。

　この主な要因は、今後竣工する予定のプロジェクトに対する用地等の取得費用であり、その結果、たな卸資産が

2,975百万円増加しました。また、前連結会計年度において竣工したプロジェクトに関する建築工事代金の決済により

買掛金が3,542百万円減少いたしました。これらの資金需要に対応するため現金及び預金が2,335百万円減少し、更に短

期借入金が4,610百万円増加いたしました。

　純資産は、四半期純損失となった結果、前連結会計年度に比べ569百万円減少し1,326百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,264百万円減少

し、135百万円となりました。

　当第３四半期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）

　営業活動の結果減少した資金は7,206百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失873百万円、たな

卸資産の増加額2,975百万円及び仕入債務の減少額3,542百万円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）

　投資活動の結果減少した資金は10百万円となりました。これは主に、長期前払費用の増加額62百万円によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は4,952百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入10,075百万円、長期

借入れによる収入2,333百万円、短期借入金の返済による支出5,464百万円及び長期借入金の返済による支出1,950百万

円によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年２月期の連結業績予想につきましては、下期販売予定445戸に対して、平成19年12月末現在の引渡し済件数

161戸、契約済件数218戸で合計379戸となり、進捗率は85.2％と見込まれ概ね順調に推移していることから、現時点に

おいては平成19年10月12日に公表しました連結業績予想を変更しておりません。

 

４．その他

(1）期中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）

　　該当事項はありません。

 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　税効果会計及び法人税等の計上基準、その他一部の会計処理において簡便的な方法を採用しております。

 

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　（固定資産の減価償却方法の変更）

　　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

　しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円、％） 

科目

前年同四半期末
（平成19年２月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年２月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年２月期末）

金　　額 金　　額 金　額 増 減 率 金　　額　

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１　現金及び預金 1,332,328 310,560 △1,021,768 △76.7 2,645,838

２　たな卸資産 6,520,602 11,385,382 4,864,779 74.6 8,409,547

３　その他 492,941 893,744 400,802 81.3 978,168

流動資産合計 8,345,873 12,589,686 4,243,813 50.8 12,033,555

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産 17,579 16,942 △637 △3.6 16,884

２　無形固定資産 2,329 2,036 △293 △12.6 2,250

３　投資その他の資産 128,394 247,962 119,567 93.1 144,860

固定資産合計 148,304 266,940 118,636 80.0 163,995

資産合計 8,494,177 12,856,627 4,362,449 51.4 12,197,551

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　買掛金 129,229 81,226 △48,002 △37.1 3,624,174

２　短期借入金 775,000 5,045,104 4,270,104 551.0 434,600

３　１年内返済予定長期
借入金 3,098,004 5,019,504 1,921,500 62.0 1,484,004

４　その他 887,879 836,303 △51,576 △5.8 1,075,520

流動負債合計 4,890,112 10,982,138 6,092,025 124.6 6,618,298

Ⅱ　固定負債      

１　社債 200,000 200,000 － － 200,000

２　長期借入金 2,448,153 297,149 △2,151,004 △87.9 3,450,152

３　その他 27,059 50,342 23,282 86.0 32,611

固定負債合計 2,675,212 547,491 △2,127,721 △79.5 3,682,763

負債合計 7,565,325 11,529,629 3,964,304 52.4 10,301,062
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 （単位：千円、％） 

科目

前年同四半期末
（平成19年２月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年２月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年２月期末）

金　　額 金　　額 金　額 増 減 率 金　　額　

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金 115,800 450,600 334,800 289.1 450,600

２　資本剰余金 31,800 366,600 334,800 － 366,600

３　利益剰余金 781,064 508,018 △273,045 △35.0 1,079,048

株主資本合計 928,664 1,325,218 396,554 42.7 1,896,248

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価
差額金 187 1,778 1,591 849.5 240

評価・換算差額等合計 187 1,778 1,591 849.5 240

純資産合計 928,851 1,326,997 398,145 42.9 1,896,488

負債、純資産合計 8,494,177 12,856,627 4,362,449 51.4 12,197,551

㈱総和地所（3239）平成 20 年２月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 4 －



(2）（要約）四半期連結損益計算書

 （単位：千円、％) 

科目

前年同四半期
（平成19年２月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
平成19年２月期

金　　額 金　　額 金　　額 増減率 金　　額

Ⅰ　売上高 8,596,357 6,272,191 △2,324,165 △27.0 14,867,659

Ⅱ　売上原価 6,732,179 5,018,442 △1,713,737 △25.5 11,886,740

売上総利益 1,864,177 1,253,749 △610,427 △32.7 2,980,918

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,441,947 1,797,099 355,151 24.6 1,987,012

営業利益又は営業損失
（△） 422,229 △543,349 △965,579 － 993,906

Ⅳ　営業外収益 35,838 9,256 △26,582 △74.2 45,154

Ⅴ　営業外費用 113,988 339,312 225,323 197.7 176,135

経常利益又は経常損失
（△） 344,079 △873,405 △1,217,485 － 862,925

Ⅵ　特別利益 － － － － －

Ⅶ　特別損失 141 － △141 － 141

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は税金等調
整前四半期純損失（△）

343,938 △873,405 △1,217,343 － 862,784

税金費用 165,377 △338,796 △504,173 － 386,239

四半期（当期）純利益又
は四半期純損失（△） 178,561 △534,609 △713,170 － 476,545
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(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：千円）

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年２月期）

区分 金　　額 金　　額 金　　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー    

税金等調整前四半期（当期）純
利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

－ △873,405 862,784

減価償却費 － 8,466 3,014

貸倒引当金の減少額　 － － △1,655

賞与引当金の増加額 － 16,147 3,608

退職給付引当金の増加額　　　 － 2,571 11,142

受取利息及び受取配当金 － △3,016 △2,322

支払利息 － 195,511 121,673

売上債権の増減額
（増加：△） － 707,358 △711,780

たな卸資産の増加額 － △2,975,834 △3,276,278

仕入債務の増減額
（減少：△）　 － △3,542,947 2,163,113

未払金の増減額
（減少：△） － 28,096 △261,891

前受金の増減額　
（減少：△） － 42,866 △110,009

その他 － △401,441 △6,474

小計 － △6,795,627 △1,205,076

利息及び配当金の受取額 － 3,016 2,322

利息の支払額 － △211,359 △127,185

法人税等の支払額 － △202,672 △543,014

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー － △7,206,642 △1,872,955

Ⅱ　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 － △78,141 △31,634

定期預金の払戻による収入 － 148,641 20,856

貸付金の回収による収入 － 20,000 1,200

貸付けによる支出 － △20,000 －

長期前払費用の増加による支出 － △62,727 △8,254

その他 － △18,172 △23,084

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー － △10,400 △40,916
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 （単位：千円）

前年同四半期
（平成19年２月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年２月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年２月期）

区分 金　　額 金　　額 金　　額

Ⅲ　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 － 10,075,500 1,852,000

短期借入金の返済による支出 － △5,464,996 △1,649,920

長期借入金による収入 － 2,333,000 5,655,000

長期借入金の返済による支出  △1,950,503 △3,472,004

社債の発行による収入 － 100,000 96,320

社債の償還による支出 － △100,000 △50,000

長期未払金の減少による支出 － △4,559 △6,079

配当金の支払額 － △36,177 －

その他 － － 653,415

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー － 4,952,264 3,078,732

Ⅴ　現金及現金同等物の増加額又は
減少額（△） － △2,264,778 1,164,860

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 － 2,399,805 1,234,944

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 － 135,026 2,399,805

(注） 前年第３四半期においては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので前年同四半期（平

　  成19年２月期第３四半期）欄における各数値は記載しておりません。

㈱総和地所（3239）平成 20 年２月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 7 －



(4）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年２月期第３四半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 不動産販売事業 不動産管理事業 計 消去又は全社 連結

売上高 8,485,294 111,062 8,596,357 － 8,596,357

 

当四半期（平成20年２月期第３四半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 不動産販売事業 不動産管理事業 計 消去又は全社 連結

売上高 6,112,650 159,541 6,272,191 － 6,272,191
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