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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 10,942 ― 195 ― 130 ― 16 ―
20年5月期第1四半期 10,970 △14.2 431 △61.3 386 △64.9 225 △64.5

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 68.74 ―
20年5月期第1四半期 939.06 ―

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 46,612 13,964 30.0 58,148.62
20年5月期 39,385 14,319 36.4 59,565.66

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  13,964百万円 20年5月期  14,319百万円

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 ― 1,000.00 ― 1,500.00 2,500.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 1,000.00 ― 1,500.00 2,500.00

3.  平成21年5月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 27,740 0.4 642 △46.2 510 △52.3 242 △61.0 1,007.23
通期 62,000 △4.5 2,136 △6.0 1,909 △7.8 1,039 △1.7 4,317.68

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  240,400株 20年5月期  240,400株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  243株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  240,400株 20年5月期第1四半期  240,389株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績
は、これらの予想数値と異なる場合があります。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰の影響等から景気減速感が強まる局面

に転じてまいりました。 

不動産業界におきましても、諸物価上昇の影響から消費者の購買意欲が低下する等業界全体に不況感が漂り、

原価アップや同業他社との競争激化も相俟って、収益面でも厳しい局面が続いております。 

このような状況下、当社は、「より良いものを、より安く、より早く」の信念のもと、徹底した原価管理と品

質向上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。 

また、営業面におきましては、平成20年6月に志木営業所(埼玉県新座市)、つきみ野営業所(神奈川県大和市)

を開設、営業基盤の拡充を図りました。  

この結果、当第１四半期会計期間の売上高は、10,942百万円(前年同四半期比0.3%減)となりました。営業利益

は195百万円(同54.6%減)、経常利益は130百万円(同66.2%減)、四半期純利益は16百万円(同92.7%減)となりまし

た。 

なお、事業部門別の状況については、本業である不動産分譲事業の売上高が10,907百万円(前年同期比0.3%増)

で売上高構成比99.7%、その他事業の売上高が34百万円(同62.3%減)で売上高構成比0.3%となっております。 

※「前年同四半期増減率は参考として記載しております。」 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ7,226百万円増加(前事業年度末比18.3%増)

し、46,612百万円となりました。 

これは、手許流動性を高めるための現預金の増加及び良質な商品土地の仕入による棚卸資産の増加が主因であ

ります。 

当第１四半期会計期間における負債合計は、前事業年度末に比べ7,581百万円増加(同30.2%増)し、32,647百万

円となりました。 

これは、棚卸資産増加等に伴う短期借入金の増加等が主因であります。 

当第１四半期会計期間における純資産合計は、前事業年度末に比べ354百万円減少(同2.5%減)し、13,964百万

円となりました。 

これは、配当金の支払により減少したことが主因であります。 

  

当第１四半期会計期間における「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、主に財務活動での獲得

により前事業年度末から3,579百万円増加して4,013百万円となりました。 

当第１四半期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等については、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) 

当第１四半期会計期間における営業活動の結果、使用した資金は4,276百万（前年同期比57.2%減）となりまし

た。 

これは、棚卸資産の増加及び支払債務の減少が主因であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は751百万円(同625.9%増)であります。 

これは、新本社建設に伴う有形固定資産の取得等が主因であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期会計期間における財務活動の結果、獲得した資金は8,606百万円(同18.8%減)であります。 

これは、棚卸資産の増加等に対応した短期借入金残高の増加及び有形固定資産の増加に対応した長期借入金残

高の増加が主因であります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年5月期の業績予想につきましては、現時点では、平成20年7月15日公表の業績予想に変更はございませ

ん。 



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①税金費用の計算 

四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法によっております。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。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、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ので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算出方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によ

っております。 

④その他影響が僅少なものについて、一部簡便的な方法を採用しております。  

  

（２）四半期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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企

業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を

作成しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

棚卸資産については、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」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)が適用されたこ

とに伴い、個別法による原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)により算定しております。 

これによる損益に与える影響は僅少であります。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成5年6月17日 企業会計基準第13号、平成

19年3月30日改正) 及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会 

平成6年1月18日 企業会計基準適用指針第16号、平成19年3月30日改正)を当第1四半期会計期間から早期に適

用し、所有権移転外ファイナンス・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か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によ

っております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引続き採用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

④会計処理方法の変更(会計基準等の改正に伴うものを除く。) 

(退職給付会計) 

当社は退職給付債務の算定にあたり、前事業年度まで簡便法によっておりましたが、当事業年度から原則法

による算定方法に変更しております。 

この変更は、従業員数の増加により、退職給付債務の金額に重要性が生じたため、その算定の精度を高め、

退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。 

この変更に伴い、当期首における退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額85百万円を特別損失

に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、売上総利益は０百万円、営業利益及び経常利益は3

百万円、税引前四半期純利益は89百万円減少しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,030 449

販売用不動産 10,617 8,549

仕掛販売用不動産 23,098 22,204

未成工事支出金 3,400 3,648

前渡金 121 171

前払費用 37 28

繰延税金資産 207 207

未収消費税等 172 125

その他 24 26

流動資産合計 41,710 35,412

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,080 752

減価償却累計額 △186 △172

建物（純額） 1,894 580

工具、器具及び備品 164 106

減価償却累計額 △85 △82

工具、器具及び備品（純額） 79 24

土地 2,200 2,200

建設仮勘定 － 465

有形固定資産合計 4,173 3,270

無形固定資産   

ソフトウエア 34 32

電話加入権 2 2

無形固定資産合計 36 35

投資その他の資産   

投資有価証券 167 187

出資金 4 4

関係会社出資金 102 102

長期前払費用 17 16

繰延税金資産 219 218

その他 181 138

投資その他の資産合計 692 667

固定資産合計 4,902 3,973

資産合計 46,612 39,385



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,315 4,434

営業未払金 2,724 3,799

短期借入金 19,559 11,352

1年内償還予定の社債 2,000 2,000

1年内返済予定の長期借入金 705 486

未払金 485 264

未払費用 108 143

未払法人税等 19 500

前受金 132 125

預り金 134 79

前受収益 0 1

賞与引当金 58 145

流動負債合計 30,246 23,334

固定負債   

長期借入金 1,772 1,223

退職給付引当金 181 84

役員退職慰労引当金 180 174

保証工事引当金 258 240

その他 9 9

固定負債合計 2,401 1,732

負債合計 32,647 25,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,429 1,429

資本剰余金 1,493 1,493

利益剰余金 11,058 11,402

自己株式 △8 －

株主資本合計 13,972 14,324

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 △4

純資産合計 13,964 14,319

負債純資産合計 46,612 39,385



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 10,942

売上原価 9,710

売上総利益 1,232

販売費及び一般管理費 1,036

営業利益 195

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

雑収入 2

営業外収益合計 5

営業外費用  

支払利息 63

社債利息 5

雑損失 1

営業外費用合計 70

経常利益 130

特別損失  

過年度退職給付費用 85

投資有価証券評価損 16

特別損失合計 102

税引前四半期純利益 28

法人税等 11

四半期純利益 16



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 28

減価償却費 20

賞与引当金の増減額（△は減少） △87

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

保証工事引当金の増減額（△は減少） 17

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 68

投資有価証券評価損益（△は益） 16

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,712

前渡金の増減額（△は増加） 49

その他の資産の増減額（△は増加） △91

仕入債務の増減額（△は減少） △1,188

前受金の増減額（△は減少） 6

その他の負債の増減額（△は減少） 42

小計 △3,729

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △78

法人税等の支払額 △470

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,276

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 △2

有形固定資産の取得による支出 △745

無形固定資産の取得による支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △751

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） 8,207

長期借入れによる収入 890

長期借入金の返済による支出 △121

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,579

現金及び現金同等物の期首残高 434

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,013



 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。 

  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期貸借対照表 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年5月期 
第1四半期） 

金額（百万円） 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

1.現金及び預金  2,561

2.たな卸資産   39,146

3.その他  661

流動資産合計  42,369

Ⅱ 固定資産      

1.有形固定資産  2,852

2.無形固定資産  14

3.投資その他の資産  542

固定資産合計  3,409

資産合計  45,779

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

1.支払手形  4,273

2.営業未払金  3,380

3.短期借入金  19,716

4.１年内償還予定社債  250

5.１年内返済予定長期借入金  240

6.未払法人税等  175

7.その他  884

流動負債合計   28,920

Ⅱ 固定負債      

1.社債  2000

2.長期借入金  840

3.退職給付引当金  69

4.役員退職慰労引当金  193

5.その他  9

固定負債合計   3,112

負債合計  32,032

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

1.資本金  1,429

2.資本剰余金  1,493

3.利益剰余金  10,812

株主資本合計  13,734

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金  12

評価・換算差額等  12

純資産合計  13,746

負債、純資産合計  45,779



（２）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年5月期 
第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  10,970

Ⅱ 売上原価  9,575

売上総利益  1,395

Ⅲ 販売費及び一般管理費  964

営業利益  431

Ⅳ 営業外収益  11

Ⅴ 営業外費用  56

経常利益  386

税引前四半期純利益  386

税金費用  160

四半期純利益  225



（３）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（平成20年5月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円） 

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  386

減価償却費  9

賞与引当金の増加額(△減少額)  △56

退職給付引当金の増加額  1

役員退職慰労引当金の増加額  7

受取利息及び受取配当金  △2

支払利息  56

たな卸資産の減少額(△増加額)  △9,962

前渡金の減少額  158

その他の資産の減少額(△増加額)  △202

仕入債務の増加額  495

前渡金の増加額(△減少額)  △2

その他の負債の増加額  △71

小計  △9,182

利息及び配当金の受取額  2

利息の支払額  △60

法人税等の支払額  △742

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,982

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期積金の預入による支出  △3

出資金の取得による支出  △0

有形固定資産の取得による支出  △94

無形固定資産の取得による支出  △5

投資活動によるキャッシュ・フロー  △103

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額  11,017

長期借入金の返済による支出  △60

配当金の支払額  △360

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,596

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  510

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,050

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,561



  

６．その他の情報 
当第１四半期における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：百万円未満切捨、%)

  

  

  

不動産分譲事業(戸建分譲・宅地分譲)の地域別販売実績は、次のとおりであります。 

(単位：百万円未満切捨、%)

  

  

  

  

事業部門別 

  

品   目 

  

平成21年5月期 第１四半期 

 (自 平成20年6月1日  至 平成20年8月31日) 

件 数 金 額 

  

不動産分譲 

  

  

戸建分譲   384 10,785

宅地分譲  6  122

マンション －  － 

小   計  390  10,907

  

その他  

  

  

請負工事  －  －  

賃    貸 －   3

そ の 他 －   30

 小   計 －   34

  

合    計  
 390  10,942

 地 域 件 数 金 額 

東京都  93 3,078

埼玉県  100  2,786

神奈川県  43  1,366

千葉県  116  2,783

茨城県  3  70

愛知県  15  382

宮城県  20    439

合 計  390  10,907
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