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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 23,451 ― 6,833 ― 5,812 ― 313 ―
20年5月期第1四半期 24,590 ― 3,445 ― 2,135 ― 1,150 ―

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 902.52 ―
20年5月期第1四半期 3,456.22 3,303.69

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 165,654 25,588 15.2 72,595.96
20年5月期 177,282 26,409 14.6 74,843.95

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  25,185百万円 20年5月期  25,965百万円

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  有   

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 ― 1,500.00 ― 3,100.00 4,600.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 750.00 ― 750.00 1,500.00

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  有   

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 50,026 △32.7 9,175 △48.9 7,003 △54.0 2,132 △74.3 6,146.40
通期 150,555 35.9 14,856 △34.2 10,173 △41.2 3,971 △63.6 11,447.55

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等、将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  346,925株 20年5月期  346,925株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  0株 20年5月期  0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  346,925株 20年5月期第1四半期  332,932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、着実な成長から一転して、マイナス成長が囁かれる環境に変化

いたしました。これは米国経済の停滞及び原油高を起因とする原材料高が国内企業の収益を圧迫していることに大き

く影響を受けております。米国経済はサブプライムローン問題を発端とする金融市場への不安が一段と増してきてお

り、未だ損失規模が計り知れない状況であり著しく不安定な状態にあります。原油高は高騰局面に一服感がでてきて

おりますが、需給のバランスと原材料への価格の影響を注視する必要があります。　

　当社グループが属する不動産業界は、業界全体としまして金融機能の混乱と動揺が不動産取引に多大な影響を与え

ております。取引量の減少から地価及び物件価格の形成にも大きく影響が現れております。マンション分譲について

は、原材料の高騰から収益率が圧迫される環境にあると認識しております。また消費の低調は同時に物件購入意欲の

低下につながり、需要の落ち込みが生じております。

　このような経済環境のもと、当社グループは、不動産開発事業におきましては、計画どおり確実に工事を着工し、

デザインの追求とコストのバランスに重きをおいて事業を推進するとともに、消費者の意識変化を敏感に捉え、特に

「企画」に重点をおき、競合優位性を高める事業戦略を実行してまいりました。資産活性化事業におきましては、一

件一件の契約を着実に決済につなげるため細心の注意を払って事業を推進してまいりました。

　また、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）が適用となり、当社グループが保有しているたな卸資産について評価の見直しを行った結果、たな卸資産評価

損を売上原価1,825百万円及び特別損失4,499百万円の合計6,324百万円計上いたしました。

　たな卸資産評価損の事業の種類別セグメント内訳につきましては、不動産開発事業は６物件で1,304百万円、資産活

性化事業は25物件で5,020百万円の計上となりました。当社グループにおきましては、東京23区内に保有する資産活性

化事業における物件が、たな卸資産評価損全体の64.4％(4,071百万円）を占めており、直近の急激な不動産市況の悪

化による都心部地価の大幅な下落の影響を受けた結果となっております。一方、不動産開発事業ではたな卸資産評価

損の多くは、前連結会計年度までに仕入を行った一棟売り物件となっており、分譲物件における損失の計上は軽微な

状況となっております。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間は、売上高23,451百万円（前年同期比4.6%減）、営業利益は6,833百万円

（前年同期比98.3%増）、経常利益は5,812百万円（前年同期比172.1%増）、四半期純利益は313百万円（前年同期比

72.8%減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（不動産開発事業）

　不動産開発事業は、個別分譲として「ヴェント マーレ（千葉県千葉市）」「ヴェンティセッテ（埼玉県さいたま

市）」の２物件の一部、一棟売りとして「梅島プロジェクト」「草加氷川町プロジェクト」の２物件の引渡しを行い

ました。結果としまして、売上高は1,954百万円、営業損失は253百万円となりました。

　なお、当連結会計年度に計上予定の販売物件の販売状況は、当初の予定とおり順調に推移しております。

（資産活性化事業）

　資産活性化事業は、前連結会計年度に契約を締結していたプロジェクトの確実な決済を行うと共に、混沌としてい

る不動産市況を冷静に判断し、時期と収益率のバランスを考え物件を売却し引渡しを行いました。結果としまして、

売上高は21,376百万円、営業利益は7,685百万円となりました。

（賃貸その他事業）

　賃貸その他事業は、所有している物件は依然として高い稼働率で推移し、安定した収益を獲得することができまし

た。結果としまして、売上高は119百万円、営業利益は68百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末から11,628百万円減少し165,654百万円となりまし

た。資産は165,654百万円（前連結会計年度末比6.6%減）、負債は140,065百万円（前連結会計年度末比7.2%減）、純

資産は25,588百万円（前連結会計年度末比3.1%減）であります。前連結会計年度末からの変動の要因は以下のとおり

です。

　資産の減少の主な要因は、販売用不動産及び仕掛販売用不動産の12,877百万円減少、現金及び預金の637百万円増加、

その他の734百万円増加であります。負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の3,676百万円減少、長期借入金

の15,310百万円減少、1年内返済予定の長期借入金の7,738百万円増加であります。純資産の減少の主な要因は、利益

剰余金の762百万円の減少であります。



（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四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、営業活動により9,015百万円獲

得し、投資活動で164百万円と財務活動で8,170百万円流出がありました。結果としまして資金は期首残高に比べ680百

万円増加し5,531百万円となりました。各活動別キャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」

　営業活動により獲得した資金は9,015百万円（前年同期は5,500百万円の流出）となりました。主な収入は順調に販

売活動を行えたことによるたな卸資産の減少12,879百万円であります。また、主な支出としましては、仕入債務の

3,676百万円の減少、利息の支払による807百万円であります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」

　投資活動により流出した資金は164百万円（前年同期は56百万円の流出）となりました。主な収入は定期預金の払戻

による40百万円と投資有価証券の売却による191百万円であります。主な支出としましては、投資有価証券の取得によ

る199百万円、関係会社出資金の払込による100百万円及び子会社出資金の取得による86百万円であります。　

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」　

　財務活動により流出した資金は8,170百万円（前年同期は10,105百万円の獲得）となりました。この主な要因は、借

入金の増加による12,567百万円の収入と、借入金の返済による20,371百万円の支出との差額7,803百万円の流出による

ものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループが属する不動産業界は、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安と信用収縮及び原油

高による原材料の急騰の影響を受け、事業環境は厳しい状態にあります。経済環境の不安定さは増す一方であり、暫

らくの間は景気の著しい回復は見込めないものと認識しております。当社グループにおきましては、販売活動及び販

売推移は概ね順調に推移しているものの、収益率の低下は否めない状況に事業環境が激変いたしました。

　また、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）を適用いたしました。今回計上している当社グループの評価損に関しましては、その多くが直近で仕込んだ都

心部の資産活性化事業における物件及び不動産開発事業における一棟売り物件であり、これらは不動産ファンドを主

な出口とするものであり、金融情勢の悪化を直接的に受けたものに集約されていると言えます。当社グループは以前

より、このような厳しい不動産市況になることを鑑み、資産活性化事業の物件売却を早期に行い棚卸資産を圧縮し、

不動産開発事業の分譲販売をコア事業にシフトする方針としております。

　これらの事業環境面と会計制度面を再度精査し、平成20年７月10日に公表いたしました平成21年５月期第２四半期

連結累計期間並びに通期業績予想及び配当予想を修正しております。詳細は、本日別途公表いたしました「2009年５

月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

　中期経営計画につきましては、昨今の経済環境及び不動産市況を鑑み、不安定な環境下における将来の計画を定量

的に示すことは極めて難しい状況であると思料し、外的環境が安定するまでの間、修正計画の策定を見送る方針とい

たしました。

　なお、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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に

基づき当社が判断したものであり、実際の業績等は今後発生する様々な要因により大きく結果が異なる可能性があり

ます。

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

（たな卸資産の評価方法）

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、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によっております

（固定資産の減価償却費の算定方法）

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

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

該当事項はありません。



（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

　① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

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。

　② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

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

切り下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ1,287百万円、税金

等調整前四半期純利益は、5,786百万円減少しております。

  ③ 「リース取引に関する会計基準」の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、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」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。ただし、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、この変更により損益に与える影響はあり

ません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,531 4,894

受取手形及び売掛金 25 220

販売用不動産 25,935 33,877

仕掛販売用不動産 122,610 127,545

貯蔵品 4 6

その他 7,002 6,268

貸倒引当金 △19 △19

流動資産合計 161,091 172,793

固定資産   

有形固定資産 3,008 3,039

無形固定資産 74 75

投資その他の資産   

その他 1,480 1,374

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,480 1,374

固定資産合計 4,563 4,488

資産合計 165,654 177,282

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,440 6,117

短期借入金 16,808 17,040

1年内返済予定の長期借入金 46,328 38,589

未払法人税等 6,125 5,679

引当金 1,151 652

その他 7,355 7,678

流動負債合計 80,211 75,758

固定負債   

長期借入金 58,983 74,294

引当金 27 26

その他 843 794

固定負債合計 59,854 75,115

負債合計 140,065 150,873



（単位：百万円）

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 4,169 4,169

資本剰余金 4,119 4,119

利益剰余金 16,914 17,676

株主資本合計 25,202 25,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12 4

繰延ヘッジ損益 △5 △4

評価・換算差額等合計 △17 △0

少数株主持分 403 444

純資産合計 25,588 26,409

負債純資産合計 165,654 177,282



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 23,451

売上原価 14,684

売上総利益 8,766

販売費及び一般管理費 1,933

営業利益 6,833

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 0

違約金収入 10

消費税差額 21

その他 13

営業外収益合計 48

営業外費用  

支払利息 889

融資関連費用 125

持分法による投資損失 21

その他 32

営業外費用合計 1,069

経常利益 5,812

特別利益  

違約金収入 145

特別利益合計 145

特別損失  

たな卸資産評価損 4,499

その他 932

特別損失合計 5,432

税金等調整前四半期純利益 525

法人税等 218

少数株主利益 △6

四半期純利益 313



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 525

減価償却費 38

のれん償却額 4

持分法による投資損益（△は益） 21

違約損失引当金の増減額（△は減少） 932

投資有価証券売却損益（△は益） 8

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 889

融資関連費用 125

売上債権の増減額（△は増加） 194

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,879

前払費用の増減額（△は増加） △636

仕入債務の増減額（△は減少） △3,676

未払金の増減額（△は減少） 90

賞与引当金の増減額（△は減少） △353

前受金の増減額（△は減少） △1,254

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 50

その他 174

小計 10,012

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △807

法人税等の支払額 △67

その他の支出 △125

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,015

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 40

有形固定資産の取得による支出 △1

無形固定資産の取得による支出 △6

関係会社出資金の払込による支出 △100

子会社出資金の取得による支出 △86

投資有価証券の取得による支出 △199

投資有価証券の売却による収入 191

敷金の差入による支出 △2

敷金の回収による収入 0

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △164



（単位：百万円）

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) 

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 9,296

短期借入金の返済による支出 △9,527

長期借入れによる収入 3,271

長期借入金の返済による支出 △10,843

リース債務の返済による支出 △0

少数株主からの払込みによる収入 48

配当金の支払額 △414

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 680

現金及び現金同等物の期首残高 4,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,531



　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）

不動産開発
事業

（百万円）

資産活性化
事業

 （百万円）

賃貸その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する売上高 1,954 21,376 119 23,451 － 23,451

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － － － －

計 1,954 21,376 119 23,451 － 23,451

営業利益又は営業損失（△） △253 7,685 68 7,500 △667 6,833

　（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．各事業区分の主要な事業の内容

不動産開発事業……マンション等の開発・販売

資産活性化事業……収益不動産再生及び土地再開発等

賃貸その他事業……オフィスビル・マンションの賃貸等

３．会計方針の変更

  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に比べて、不動産開発事業で営業損失

が459百万円減少し、資産活性化事業で営業利益が1,746百万円減少となっております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　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。

 

ｃ．海外売上高

　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。



「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（百万円）

Ⅰ　売上高 24,590

Ⅱ　売上原価 18,926

売上総利益 5,664

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,219

営業利益 3,445

Ⅳ　営業外収益 10

Ⅴ　営業外費用 1,319

経常利益 2,135

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 2,135

法人税等及び法人税等調整額 988

少数株主損失 3

四半期純利益 1,150



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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

 

税金等調整前四半期純利
益

2,135

減価償却費 32

株式交付費 1

持分法による投資損失 35

受取利息 △4

支払利息 911

金利スワップ費用 1

融資手数料 369

売上債権の増減額 △25

仮払金の増減額 135

前渡金の増減額 △131

退職給付引当金の増減額 △0

たな卸資産の増減額 △5,370

未収入金の増減額 △453

前払費用の増減額 △380

仕入債務の増減額 983

未払金の増減額 △174

賞与引当金の増減額 182

前受金の増減額 1,487

預り敷金の増減額 △59

長期未払金の増減額 △299

その他 170

小計 △451

利息の受取額 4

利息の支払額 △843

法人税の支払額 △3,838

その他 △370

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,500



 
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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の増減額 △3

有形固定資産の取得によ
る支出

△2

無形固定資産の取得によ
る支出

△9

投資有価証券の取得によ
る支出

△41

その他 0

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△56

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入による収入 14,291

短期借入金の返済による
支出

△10,736

長期借入による収入 20,010

長期借入金の返済による
支出

△13,028

株式の発行による収入 27

配当金の支払額 △459

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

10,105

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減
額

4,549

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,469

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

8,018
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