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１．平成21年２月期第１四半期の業績（平成20年３月１日～平成20年５月31日）

(1）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 ％

21年２月期第１四半期 1,210 　－ 2 　－ △50 　－ △47 　－

20年２月期第１四半期 － 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－ 　－

20年２月期 5,020 　－ 612 　－ 439 　－ 229 　－

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

21年２月期第１四半期 △33 40 　－ 　－

20年２月期第１四半期 　－ － 　－ 　－

20年２月期 201 35 　－ 　－

　（注）平成20年2月期第１四半期については、四半期決算を行っていないため、記載を省略しております。

(2）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

21年２月期第１四半期 10,217 1,354 13.2 892 18

20年２月期第１四半期 　　　　－ 　　　　－ 　　　　－ 　－ 　  －

20年２月期 8,257 1,286 15.6 1,055 90

　（注）平成20年2月期第１四半期については、四半期決算を行っていないため、記載を省略しております。

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第１四半期 △320 △5 1,088 1,110

20年２月期第１四半期 　　　　－ 　　　　－ 　　　　－ 　　　　－

20年２月期 △839 △91 183 348

　（注）平成20年2月期第１四半期については、四半期決算を行っていないため、記載を省略しております。

２．配当の状況

　１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 0 00 57 00 57 00

21年２月期（予想） 30 00 30 00 60 00

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 4,734 19.1 227 7.0 110 △27.6 65 △26.0 44 48

通期 9,225 83.7 623 1.9 430 △2.1 255 11.4 170 89
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４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　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、当社が現在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異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇、米国サブプライムローン問題に端を

発した世界的な金融市場の混乱等を背景に、減速懸念が出てまいりました。

　不動産業界におきましては、地価や建築コストの高騰による開発原価の上昇および建築基準法の改正に伴う開発事業

の減少、さらには金融市場の混乱に起因する投資資金の不動産市場からの流出など市場環境の悪化に対する警戒感が高

まっております。

　このような状況の下、当社はデベロップメント事業として自社開発マンション１棟36戸および宅地開発５区画、リセー

ル事業として再販マンション１棟２戸および戸建５戸を販売・引渡しました。

　以上の結果、当第１四半期における経営成績は、売上高1,210,440千円、営業利益2,398千円、経常損失50,236千円、

第１四半期純損失47,985千円となりました。

　　　

２．財政状態に関する定性的情報

①　資産負債及び純資産の状況

　当第１四半期末における総資産は、前事業年度末に対して1,959,981千円増加の10,217,415千円となりました。これは

主に現金及び預金が762,754千円、たな卸資産が1,246,756千円増加したことによるものであります。

　負債は、前事業年度末に対して1,891,783千円増加の8,863,133千円となりました。これは主に工事未払金が962,818千

円、短期借入金が981,000千円増加したことによるものであります。

②　キャッシュ・フロー

　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に対して762,754千円増加の1,110,951千円とな

りました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加による1,246,756千円の支出、工事未払金の増加962,818千

円等により、320,008千円の支出となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金・差入保証金の増加により5,729千円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額981,000千円等により1,088,492千円の収入となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想は平成20年４月11日公表の「平成20年２月期　決算短信」に記載のとおりであり、当該業績予想の修正はあ

りません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

増減
 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）       

Ⅰ　流動資産       

１．現金及び預金  － 1,110,951   348,197

２．たな卸資産
※２
　

－ 7,986,294   6,739,537

３．その他
※５
　

－ 465,147   666,957

流動資産合計  － 9,562,394 － － 7,754,692

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産
※４
　

－ 7,334   7,853

２．無形固定資産  － 2,672   2,741

３．投資その他の資産       

(1）出資金  － 577,548   17,500

(2）その他  － 67,465   474,647

投資その他の資産合
計

 － 645,013   492,147

固定資産合計  － 655,021 － － 502,741

資産合計  － 10,217,415   8,257,434
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前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

増減
 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．工事未払金  － 1,004,581   41,763

２．短期借入金  － 3,677,000   2,696,000

３．1年内返済予定長期
借入金

 － 1,000,000   －

４．その他  － 370,350   421,982

流動負債合計  － 6,051,932 － － 3,159,745

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金
※２
　

－ 2,800,000   3,800,000

２．その他  － 11,201   11,604

固定負債合計  － 2,811,201 － － 3,811,604

負債合計  － 8,863,133 － － 6,971,350

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  － 848,800 － － 669,400

２．資本剰余金       

(1）資本準備金  － 4,800   4,800

資本剰余金合計  － 4,800 － － 4,800

３．利益剰余金       

(1）利益準備金  － 13,260   6,318

(2）その他利益剰余金       

別途積立金  － 300,000   300,000

繰越利益剰余金  － 187,459   311,813

利益剰余金合計  － 500,720 － － 618,131

４．自己株式  － △38 － － －

株主資本合計  － 1,354,281 － － 1,292,331

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価
差額金

 － －   △6,247

評価・換算差額等合計  － － － － △6,247

純資産合計  － 1,354,281 － － 1,286,084

負債、純資産合計  － 10,217,415 － － 8,257,434

　（注）前年同四半期については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

－ 5 －



(2）四半期損益計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

　　　増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  －  1,210,440 － －  5,020,820

Ⅱ　売上原価  －  973,333 － －  4,009,872

売上総利益  －  237,107 － －  1,010,947

Ⅲ　販売費及び一般管理費  －  234,708 － －  398,635

営業利益  －  2,398 － －  612,312

Ⅳ　営業外収益
※１
　

－  2,085 － －  34,842

Ⅴ　営業外費用
※２
　

－  54,720 － －  207,581

経常利益又は経常損
失（△）

 －  △50,236 － －  439,573

Ⅵ　特別損失　
※３
　

－  11,680 － －  50,000

税引前四半期（当
期）純利益又は純損
失（△）

 －  △61,916 － －  389,573

法人税、住民税及び
事業税

 － 72  － － 187,863  

法人税等調整額  － △14,003 △13,930 － － △27,833 160,030

四半期（当期）純利
益又は純損失（△）

 －  △47,985 － －  229,543

　（注）前年同四半期については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

－ 6 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成20年２月29日　残高
（千円）

669,400 4,800 4,800 6,318 300,000 311,813 618,131 － 1,292,331

第１四半期会計期間中の
変動額

新株の発行 179,400      －  179,400

利益準備金の積立    6,942  △6,942 －  －

剰余金の配当      △69,426 △69,426  △69,426

四半期純損失      △47,985 △47,985  △47,985

自己株式の取得        △38 △38

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

      －  －

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

179,400 － － 6,942 － △124,354 △117,411 △38 61,950

平成20年５月31日　残高
（千円）

848,800 4,800 4,800 13,260 300,000 187,459 500,720 △38 1,354,281

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成20年２月29日　残高
（千円）

△6,247 △6,247 1,286,084

第１四半期会計期間中の
変動額

新株の発行   179,400

利益準備金の積立　   －

剰余金の配当   △69,426

四半期純損失   △47,985

自己株式の取得   △38

株主資本以外の項目の
第１四半期会計期間中
の変動額（純額）

6,247 6,247 6,247

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

6,247 6,247 68,197

平成20年５月31日　残高
（千円）

－ － 1,354,281
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
（千円）

499,800 4,800 4,800 3,300 － 415,468 418,768 923,368

事業年度中の変動額

新株の発行 169,600      － 169,600

利益準備金の積立    3,018  △3,018 － －

別途積立金の積立     300,000 △300,000 － －

剰余金の配当      △30,180 △30,180 △30,180

当期純利益      229,543 229,543 229,543

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

169,600 － － 3,018 300,000 △103,654 199,363 368,963

平成20年２月29日　残高
（千円）

669,400 4,800 4,800 6,318 300,000 311,813 618,131 1,292,331

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年２月28日　残高
（千円）

－ － 923,368

事業年度中の変動額

新株の発行   169,600

利益準備金の積立   －

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △30,180

当期純利益   229,543

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△6,247 △6,247 △6,247

事業年度中の変動額合計
（千円）

△6,247 △6,247 362,715

平成20年２月29日　残高
（千円）

△6,247 △6,247 1,286,084
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　(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税引前四半期（当
期）純利益又は税
引前四半期純損失
（△）

 － △61,916 389,573

減価償却費  － 638 1,930

受取利息及び受取
配当金

 － △45 △2,672

支払利息  － 33,170 116,869

株式交付費  － 2,442 1,770

投資有価証券評価
損

 － 11,680 50,000

売上債権の増減額
（△増加額）

 － 230,000 △191,300

たな卸資産の増減
額（△増加額）

 － △1,246,756 △2,849,351

匿名組合出資金の
増減額（△増加
額）

 － 412,361 1,987,638

出資金の増減額
（△増加額）　

 － △560,048 △17,500

前渡金の増減額
（△増加額）

 － △10,000 △10,000

前払費用の増減額
（△増加額）

 － 67,870 △214,889

工事未払金の増減
額（△減少額）　

 － 962,818 △61,261

未払金の増減額
（△減少額）

 － △4,257 5,814

未払費用の増減額
（△減少額）

 － 233 712

前受金の増減額
（△減少額）

  86,991 85,500

役員賞与の支払額  － － △4,000

その他　  － △66,803 41,978

小計  － △141,621 △669,187

利息及び配当金の
受取額

 － 45 2,672

利息の支払額  － △33,769 △104,713

法人税等の支払額  － △144,663 △67,828

営業活動による
キャッシュ・フロー

 － △320,008 △839,056
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前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

有形固定資産の取
得による支出

 － － △8,185

敷金・保証金の増
加による支出

 － △5,729 △11,191

投資有価証券の取
得による支出

 － － △71,730

投資活動による
キャッシュ・フロー

 － △5,729 △91,106

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

 － 1,690,000 3,894,000

短期借入金の返済
による支出

 － △709,000 △6,998,000

長期借入れによる
収入

 － － 3,150,000

株式の発行による
収入

 － 176,957 167,829

自己株式の取得に
よる支出

 － △38 －

配当金の支払額  － △69,426 △30,180

財務活動による
キャッシュ・フロー

 － 1,088,492 183,649

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額（△減少
額）

 － 762,754 △746,513

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 － 348,197 1,094,711

Ⅵ　現金及び現金同等物
の四半期末（期末）
残高

※　 － 1,110,951 348,197

     

　（注）前年同四半期については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

－ (1）有価証券

　  その他有価証券

　 時価のあるもの

　第１四半期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）に

よっております。

 

　    時価のないもの

　　　 移動平均法による原価法によっ

ております。

(1）有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）によっ

ております。　 

 

  　   時価のないもの　　 　　　　　

　同左

 －

 

 

 

(3）たな卸資産

　　　販売用不動産

　個別法による原価法によっており

ます。

 

 

 

     仕掛販売用不動産

　　　個別法による原価法によっており

ます。

 

(3）たな卸資産

　　　販売用不動産

　個別法による原価法によってお

ります。　

　なお、賃貸中のものについては

有形固定資産に準じて償却を行っ

ております。　　　

仕掛販売用不動産

　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

－

　

 

 

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次の通りで

あります。

建物　　　　　　 　10～15年

工具・器具及び備品 ６～８年

 

(1）有形固定資産

　　同左

 

 

 －

 

 

 

(2）無形固定資産

　　定額法によっております。

 

 

(2）無形固定資産

　同左

 

 

 －

　

 

(3）長期前払費用

　　均等償却によっております。

 

(3）長期前払費用

　同左

 

３．繰延資産の処理方法 　－

 

 

　株式交付費

　　支払時に全額費用として処理し

　ております。

 

　株式交付費

　同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

４．収益及び費用の計上基準 　－

 

 

　販売費のうち下記のものについては費

用収益を適正に対応させるため次のとお

り処理しております。

(1）販売手数料

　　 販売委託契約等に基づく販売手

　 数料は売上計上に応じて費用処理

   することとし、売上未計上の物件

   に係る販売手数料は前払費用に計

   上しております。

 (2）広告宣伝費

　　未完成の自社計画販売物件に係

  る広告宣伝費は、引渡までに発生

　した費用を前払費用に計上し、引

  渡時に一括して費用処理しており

  ます。

　同左

 

 

(1）販売手数料

　同左

 

 

 

 

(2）広告宣伝費

　同左

５．リース取引の処理方法 　－

 

 

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 

　同左

 

 

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　－

 

 

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資であります。

 

　同左

 

 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

　－

 

 

(1）消費税等の会計処理

　　　税抜方式を採用しております。

　　　なお、控除対象外消費税等は、当

第１四半期会計期間の費用として処

理しております。 

 (2）匿名組合出資金の会計処理

　　　 匿名組合出資金については、匿名

組合の財産の持分相当額を「投資有

価証券」に計上しております。 匿名

組合への出資時に「投資有価証券」

を計上し、匿名組合が獲得した純損

益の持分相当額については、「営業

損益」に計上しており、営業者から

の出資金の払い戻しについては、「投

資有価証券」を減額させておりま

す。 

 

(1）消費税等の会計処理

  　　税抜方式を採用しております。

　　　なお、控除対象外消費税等は、

当事業年度の費用として処理してお

ります。 

 (2）匿名組合出資金の会計処理

　 同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－

 

 

　該当事項はありません。

 

 

（減価償却方法の変更）

　当事業年度より、平成19年度の法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資

産については、改正後の法人税法に規定する償却

方法により、減価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税

引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

　－ 　１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約及びコミット

メントライン契約を締結しております。

当第１四半期末における当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

ラインの総額　　  　  　5,994,000千円 

１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約及びコミッ

トメントライン契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約及びコ

ミットメントライン契約に係る借入金未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

ラインの総額　　      　6,394,000千円 

借入実行残高　　   　 　3,677,000千円

　差引額　　　  　　 　 　2,317,000千円

借入実行残高        　　2,696,000千円

　 差引額　  　　    　 　3,698,000千円

　－ ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

 　  (1)担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

(1)担保に供している資産は次のとおりで

あります。

 　    仕掛販売用不動産　  　2,872,953千円　 　　　仕掛販売用不動産　  2,872,953千円

 　　  (2)担保付債務は次のとおりであります。 　　(2)担保付債務は次のとおりであります。

 　　  長期借入金　　　    　2,800,000千円 　　　長期借入金　　    　2,800,000千円

　－ 　３　財務上の特約

借入金のうちシンジケートローン契約及び

コミットメントライン契約（当第１四半期

末残高2,800,000千円）には、契約期間中に

おいて貸借対照表の純資産の部を一定の水

準に維持する等の財務上の特約が定められ

ております。

３　財務上の特約

借入金のうちシンジケートローン契約及び

コミットメントライン契約（当事業年度末

残高2,800,000千円）には、契約期間中に

おいて貸借対照表の純資産の部を一定の水

準に維持する等の財務上の特約が定められ

ております。

　－ ※４　有形固定資産の減価償却累計額 ※４　有形固定資産の減価償却累計額

 　                  　　　       2,673千円 　　　　　　　　　　　  　　　　2,155千円

 ※５　消費税等の取扱い

　　　 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう

え、金額的重要性が乏しいため流動資産「そ

の他」に含めて表示しております。

※５　　　　　　　　 －

   

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－ ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

 　　　受取利息                  45千円 　　　受取利息　　　　　 　　　2,522千円

 　　　解約違約金収入         2,040千円 　　　解約違約金収入　　 　　　2,170千円

  　　　コンサルティング収入　　30,000千円

   

　－ ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

 　　　支払利息　　　　  　　　33,170千円 　　　支払利息　　　　 　　　116,869千円

 　　　株式交付費　　　　　 　　2,442千円 　　　株式交付費　　　　　 　　1,770千円

 　　　株式上場関連費用　　 　　7,692千円 　　　株式上場関連費用　　 　　9,777千円

 　　　シンジケートローン

　　　手数料　　　　　　　　　11,413千円

　　　シンジケートローン

　　　手数料　　　　 　　 　　79,164千円

   

　－ ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目　

 　　　投資有価証券評価損    　11,680千円 　　　投資有価証券評価損　　　50,000千円

   

　－ 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額　

 　　　有形固定資産               518千円 　　　有形固定資産　　 　　　　1,451千円

 　　　無形固定資産   　　 　　　  68千円 　　　無形固定資産　　 　　　　　273千円

 　　　長期前払費用  　　 　　　　 51千円 　　　長期前払費用　　　 　　　　206千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第１四半期会計

　期間増加株式数

（株）

当第１四半期会計

　期間減少株式数

（株）

当第１四半期会計

　期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 1,218,000 300,000 － 1,518,000

合計 1,218,000 300,000 － 1,518,000

自己株式

普通株式 － 61 － 61

合計 － 61 － 61

　（注）普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。

　　　　平成20年３月26日　公募増資による新株発行　         300,000株

　　　　平成20年５月30日　単元未満株式の買取りによる増加      　61株

 

２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の目
的となる株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半期

　会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第１四半期
会計期間増加

当第１四半期
会計期間減少

当第１四半期
会計期間末

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）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

平成20年５月26日

定時株主総会
普通株式 69,426 57 平成20年２月29日 平成20年５月27日

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期会計期間末後となるも

の

　　　　　　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 1,006,000 212,000 － 1,218,000

合計 1,006,000 212,000 － 1,218,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。
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　　　　平成19年５月15日　第三者割当増資による新株発行　 　 95,000株

　　　　平成19年８月31日　第三者割当増資による新株発行　 　117,000株

 

２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末

　残高（千円）
前事業年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

平成19年２月期

　ストック・オプション

　としての新株予約権

－ － － － － －

３．配当に関する事項

(1）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

平成19年５月25日

定時株主総会
普通株式 30,180 30 平成19年２月28日 平成19年５月28日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月26日

定時株主総会
普通株式 69,426 　利益剰余金 57 平成20年２月29日 平成20年５月27日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－

 

 

 

 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半

　期貸借対照表に掲記されている科目の金額

　との関係

　（平成20年５月31日現在）

現金及び預金勘定　　　　　1,110,951千円

現金及び現金同等物　　　　1,110,951千円

 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

　表に掲記されている科目の金額との関係

 

　（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定　　　　　　348,197千円

現金及び現金同等物　　　　　348,197千円

 

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

－ １．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

 　　内容の重要性が乏しく、リ－ス契約１件当

たりのリース料総額が少額なリース取引の

ため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。

同左
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年５月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 21,730 10,050 △11,680

合計 21,730 10,050 △11,680

　　（注）１．その他有価証券のうち時価のある株式については、個別銘柄毎に第１四半期会計期間末の市場価格と取得

価額との比較をし、下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、２年連続して下落率が30％

以上50％未満の範囲で推移した銘柄については、時価下落の内的、外的要因を分析し、今後時価が回復す

ると認められる場合を除いて、減損処理を行っております。

　　　　　２．当第１四半期会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について11,680千円減損処理を行って

おります。

 

前事業年度（平成20年２月29日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類　 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 21,730 11,220 △10,510

合計 21,730 11,220 △10,510

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類　 貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　匿名組合出資金 412,361

　合計 412,361

　（注）１．その他有価証券のうち時価のある株式については、個別銘柄毎に事業年度末の市場価格と取得価額との

比較をし、下落率が50％以上の銘柄については全て減損処理を行い、２年連続して下落率が30％以上

50％未満の範囲で推移した銘柄については、時価下落の内的、外的要因を分析し、今後時価が回復する

と認められる場合を除いて、減損処理を行っております。また、その他有価証券のうち時価評価のない

株式については、原則として当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価の50％以

上下落したものについて減損処理を行っております。

　２．当事業年度において、その他有価証券で時価のない株式について50,000千円減損処理を行っておりま

す。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年５月31日現在）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（平成20年２月29日現在）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

　　　　該当事項はありません。

 

　　　前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1)ストック・オプションの内容

 
平成19年２月期

　第１回ストック・オプション

　平成19年２月期

　第２回ストック・オプション　

 付与対象者の区分及び人数

取締役　３名

監査役　１名

従業員　６名

取締役　６名

従業員　７名

 

 株式の種類別のストック・オプションの数

（注）
普通株式　　　70,000株 　普通株式　　106,000株

 付与日 平成18年３月31日 　平成18年６月30日

 権利確定条件

　新株予約権の割当を受けた者は、新

株予約権行使時に、当社及び当グルー

プ会社の取締役、監査役または従業

員たる地位を要する。

　同左

 対象勤務期間 　定めておりません。 　定めておりません。

 権利行使期間
平成20年２月15日から

平成28年２月14日まで

平成20年５月26日から

平成28年５月25日まで　

（注）株式数に換算して記載しております。

 

－ 19 －



（持分法損益等）

　　　当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

　　　　該当事項はありません。

　　　前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－ １株当たり純資産額 892.18円

１株当たり四半期純損失金額 △33.40円

１株当たり純資産額 1,055.90円

１株当たり当期純利益金額 201.35円

 

 

 

　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、潜在株式は存在し

ますが、四半期純損失を計上しているため、

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であるため、

期中平均株価が把握できませんので、記載

しておりません。　

　（注）　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金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

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
   

四半期（当期）純利益又は

　 四半期純損失（千円）
－ △47,985 229,543

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

　 純利益又は四半期純損失

　（千円）

－ △47,985 229,543

期中平均株式数（株） － 1,436,477 1,140,032

    

潜在株式調整後１株当たり四半期

　（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額

　（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － －

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（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　－

 

 

　新株予約権２種類

　（新株予約権の数

　71,060個）

　新株予約権２種類

　（新株予約権の数

　71,060個）
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－ 　該当事項はありません。  １   当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、平成20年３月26日に株式会社十六銀

行をエージェントとするコミットメントラ

イン契約（シンジケート方式）を締結いた

しました。

　(1）調達金額　15億円

　(2）契約期間　平成20年３月28日～平成22年

　　　　　　　　３月25日

  (3）エージェント　株式会社十六銀行

　(4）参加金融機関　株式会社十六銀行

　　　　　　　　　　株式会社百五銀行

　　　　　　　　　　株式会社百十四銀行

　　　　　　　　　　株式会社岐阜銀行

　　　　　　　　　　愛知県信用農業協同組合

　　　　　　　　　　連合会

　　なお、同契約には、下記の財務制限条項が

　付されております。

　①各事業年度の末日において単体の貸借対照

    表における純資産の部の合計金額を、前事

    業年度の末日又は平成19年２月期の末日に

    おける単体の貸借対照表における純資産の

    部の合計金額から75％以上を維持するこ

    と。

　②各事業年度に係る単体の損益計算書上の経

    常損益に関して経常損失を計上しないこ

    と。

 

 　  ２　 当社は平成20年２月21日付で株式会社名

古屋証券取引所から上場承認を受け、平成

20年３月27日にセントレックス市場に上場

いたしました。株式上場にあたり、平成20

年２月21日及び平成20年３月５日開催の当

社取締役会において、新株発行及び募集の

条件を決議し、平成20年３月26日に払込が

完了いたしました。その概要は以下のとお

りであります。　

　　　 この結果、平成20年３月26日付で資本

      金は848,800千円、発行済株式総数は

      1,518,000株となっております。

　(1）募集　　　　　一般募集（ブックビルデ

　　　　　　　　　　ィング方式による募集）

　(2）発行する株式の　　　　　普通株式

　　　種類及び数　　　　　　　300,000株

　(3）発行価格　　　　　　１株につき650円

　(4）引受価額　　　　　　１株につき598円

　(5）発行価額の総額　　　　160,650,000円

　(6）資本組入額　　　　　　　　　　598円

　(7）資本組入額の総額　　　179,400,000円

　(8）増資資金の使用使途　　借入金の返済に

　　　　　　　　　　　　　　充当
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(6）事業部門別売上高

項目

前第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

　至　平成19年５月31日）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日

　至　平成20年５月31日）

前事業年度

（自　平成19年３月１日

　至　平成20年２月29日）

　デベロップメント事業　（千円） 　　　　　　　　－ 1,006,562 3,363,347

　リセール事業　　　　　（千円） 　　　　　　　　－ 202,796 1,564,026

　インベストメント事業　（千円） 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－ 90,361

　そ　の　他　　　　　　（千円） 　　　　　　　　－ 1,081 3,084

　　　合　　計　　　　　（千円） 　　　　　　　　－ 1,210,440 5,020,820

　（注）前第１四半期については、四半期決算を行っていないため、記載を省略しております。
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