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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8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 ％

21年5月期第1四半期 4,633 ― 464 ― 383 ― 231 ―

20年5月期第1四半期 3,848 6.7 128 35.7 53 3.6 48 81.5

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

21年5月期第1四半期 15,623.54 ―

20年5月期第1四半期 3,277.24 ―

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5月期第1四半期 19,721 3,504 17.7 236,758.04
20年5月期 19,941 3,422 17.2 231,237.55

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  3,498百万円 20年5月期  3,422百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 0.00 ― 9,500.00 9,500.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 0.00 ― 5,500.00 5,500.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 9,928 2.0 617 78.8 397 116.9 195 ― 13,175.68
通期 22,770 △7.2 1,368 △25.8 865 △41.6 439 △38.4 29,662.16

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成21年5月期の業績予想は、平成20年7月18日付「平成20年5月期決算短信」発表時の予想より変更しておりません。 
2.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な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ます。実際の業績
は、今後様々な要因により異なる結果となる可能性があります。 
3.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  14,800株 20年5月期  14,800株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  ―株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  14,800株 20年5月期第1四半期  14,800株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰を背景として、企業収益が減少へ

転じるなど、先行きに対する不透明感がいっそう強くなりました。また、個人消費については、物価上昇の影響を受

け低調に推移しました。

不動産業界においては、米国のサブプライム住宅ローン問題の影響により、不動産融資に対する金融機関の姿勢が

より慎重になったことによる不動産市況の悪化、取引の停滞により、厳しい環境となりました。

このような状況下、当グループは販売活動に積極的に取り組むとともに、商品性を高め、他社との差別化を図りな

がら事業を推進してまいりました。

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 住宅事業

不動産市況が厳しい中、販売活動を積極的に行ってきたことにより、売上高は3,238百万円、営業利益は152百万

円となりました。

② 都市事業

名古屋地域において収益型不動産を販売したことに加え、ゴルフ場運営による収益等が寄与し、売上高は1,394

百万円、営業利益は405百万円となりました。

所在地別セグメントの業績については、当第１四半期連結会計期間において、在外子会社及び在外支店がないため、

記載しておりません。

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は4,633百万円、営業利益は464百万円、経常利益は383百万円、四半

期純利益は231百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①　資産

資産合計は、販売用不動産の取得を進めてまいりましたが、収益型不動産の販売等により固定資産が462百万円減

少したことにより、前連結会計年度末と比較して219百万円減少し、19,721百万円となりました。

②　負債

負債合計は、仕入債務及び未払法人税等の減少により、前連結会計年度と比較して301百万円減少し、16,217百万

円となりました。

③　純資産

純資産合計は、前連結会計年度に係る配当金の総額を四半期純利益が上回ったことを主な要因として、前連結会

計年度末と比較して81百万円増加し、3,504百万円となりました。

④　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が383百万円とな

りましたが、たな卸資産の増加による支出が694百万円となったことを主な要因として1,110百万円の支出となりま

した。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却(収益型不動産の売却)による収入が有形固定資産の

取得による支出を上回ったこと等により、528百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の仕入に伴う借入金が増加したことを主な要因として104百万

円の収入となりました。

以上の結果により、現金及び現金同等物は476百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は2,327百万円と

なりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

不動産業界においては厳しい状況が続いておりますが、現在のところ業績については概ね計画どおり推移している

ため、平成20年７月18日発表の予想より変更しておりません。
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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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

ａ　定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計上する

方法によっております。

ｂ　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

会計処理基準に関する事項の変更

①　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

ａ　たな卸資産(販売用不動産・未成工事支出金)　

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５

日)が適用されたことに伴い、個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法)により算定しております。

この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ27,484千円減少してお

ります。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

ｂ　たな卸資産(商品・原材料)

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　

平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として月次移動平均法による原価法(貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。

この変更により損益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８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20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,327,658 2,804,627 

完成工事未収入金 9,247 9,765 

受取手形及び売掛金 54,787 52,175 

販売用不動産 10,469,945 9,854,235 

商品 8,997 11,976 

未成工事支出金 3,323,374 3,226,008 

原材料 61,133 62,239 

その他 354,968 346,223 

流動資産合計 16,610,112 16,367,252 

固定資産   

有形固定資産 2,663,842 3,103,236 

無形固定資産 129,378 138,740 

投資その他の資産 318,640 332,319 

固定資産合計 3,111,862 3,574,297 

資産合計 19,721,974 19,941,549 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 966,534 1,027,125 

買掛金 21,450 26,752 

1年内償還予定の社債 28,000 28,000 

短期借入金 7,198,284 6,938,315 

1年内返済予定の長期借入金 507,584 1,082,684 

未払法人税等 153,511 418,897 

賞与引当金 24,085 1,940 

完成工事補償引当金 76,300 75,700 

その他 578,638 689,029 

流動負債合計 9,554,388 10,288,444 

固定負債   

社債 272,000 272,000 

長期借入金 5,877,430 5,339,429 

退職給付引当金 6,206 5,634 

役員退職慰労引当金 87,924 89,300 

その他 420,006 524,425 

固定負債合計 6,663,566 6,230,789 

負債合計 16,217,955 16,519,233 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年８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20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,125 279,125 

資本剰余金 269,495 269,495 

利益剰余金 2,926,552 2,835,924 

株主資本合計 3,475,172 3,384,544 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,049 37,771 

評価・換算差額等合計 23,049 37,771 

少数株主持分 5,796 － 

純資産合計 3,504,018 3,422,315 

負債純資産合計 19,721,974 19,941,549 



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 4,633,226 

売上原価 3,722,843 

売上総利益 910,382 

販売費及び一般管理費 445,832 

営業利益 464,550 

営業外収益  

受取利息 163 

受取手数料 3,136 

その他 1,836 

営業外収益合計 5,136 

営業外費用  

支払利息 79,720 

その他 6,276 

営業外費用合計 85,996 

経常利益 383,690 

特別損失  

固定資産除却損 355 

特別損失合計 355 

税金等調整前四半期純利益 383,334 

法人税等 146,310 

少数株主利益 5,796 

四半期純利益 231,228 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年８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利益 383,334 

減価償却費 40,738 

のれん償却額 6,422 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,900 

受取利息及び受取配当金 △1,112 

支払利息 79,720 

売上債権の増減額（△は増加） △2,094 

たな卸資産の増減額（△は増加） △694,146 

仕入債務の増減額（△は減少） △229,774 

その他 △183,959 

小計 △626,771 

利息及び配当金の受取額 1,112 

利息の支払額 △79,063 

法人税等の支払額 △405,347 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,110,071 

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 △57,523 

有形固定資産の売却による収入 587,984 

その他 △1,969 

投資活動によるキャッシュ・フロー 528,491 

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 3,899,000 

短期借入金の返済による支出 △3,639,031 

長期借入れによる収入 719,450 

長期借入金の返済による支出 △756,548 

配当金の支払額 △118,259 

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,610 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,968 

現金及び現金同等物の期首残高 2,804,627 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,327,658 



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日)

住宅事業
(千円)

都市事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 3,238,755 1,394,471 4,633,226 － 4,633,226

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高
3,670 1,138 4,809 (4,809) －

計 3,242,426 1,395,610 4,638,036 (4,809) 4,633,226

営業利益 152,822 405,657 558,480 (93,930) 464,550

(注) １　事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な商品

(1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、中

古不動産の加工・販売

(2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売、ゴルフ場サー

ビスの提供

３　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に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間における「住宅事業」の営業

利益が27,484千円減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間において、在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）(要約) 四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
(平成20年５月期第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ　売上高 3,848,828

Ⅱ　売上原価 3,239,719

売上総利益 609,109

Ⅲ　販売費及び一般管理費 480,535

営業利益 128,574

Ⅳ　営業外収益 9,859

Ⅴ　営業外費用 85,010

経常利益 53,423

税金等調整前四半期純利益 53,423

税金費用 4,920

四半期純利益 48,503

－ 2 －



　６．その他の情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当グループの都市事業は、生産及び受注の形態をとらないため、生産実績及び受注実績を金額或いは数量で記

載しておりません。

①　生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

住宅事業 3,260,495

合計 3,260,495

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

受注高 受注残高

数量(戸) 金額(千円) 数量(戸) 金額(千円)

住宅事業 81 3,174,686 48 1,705,719

合計 81 3,174,686 48 1,705,719

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　住宅事業のうち中古不動産の販売については、事業の性質上、上記には含まれておりません。

③　販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円)

住宅事業 77 3,238,755

都市事業 － 1,394,471

合計 77 4,633,226

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれており

ません。

３　当グループにおける住宅事業の売上高は、第４四半期連結会計期間に引渡す物件の割合が大きいため、第１四

半期連結会計期間、第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の売上高は、相対的に少なくなる傾

向があります。

４　当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次

のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

金額(千円) 割合(％)

有限会社笹島ビルディング 500,000 10.8

－ 3 －
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