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１．平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年３月１日～平成20年11月30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３四半期 4,033 △13.9 183 △65.5 59 △84.8 4 △98.0

20年２月期第３四半期 4,687 － 531 － 389 － 229 －

  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３四半期 3 　06 3 　04

20年２月期第３四半期 206 35 －

  20年２月期 201 35 －

 

(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３四半期 12,337 1,360 11.0 896 52

20年２月期第３四半期 9,742 1,289 13.2 1,058 41

  20年２月期 8,257 1,286 15.6 1,055 90

 

(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３四半期 △3,303 △103 4,144 1,085

20年２月期第３四半期 △929 △90 1,381 1,456

  20年２月期 △839 △91 183 348

　

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（実績） 30 00  －　  

60

 

0021年２月期（予想）  －　 30 00

　（注）21年２月期の中間期末配当金および期末配当金には、それぞれ５円00銭の記念配当を含んでおります。

 

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 9,225 83.7 623 1.9 430 △2.1 255 11.4 170 89

－ 1 －



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。

－ 2 －



【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３四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界同時金融不安を背景とした経済

活動全体の減速懸念が高まり、民間企業による設備投資の抑制およびリストラの拡大など景気悪化の様相を呈してまい

りました。

　不動産業界におきましては、景気の先行き不安に起因した物件の販売不振が顕著となり、商業ビルやマンション等の

在庫増大に伴い、資金回収を優先する業者の物件投げ売りや経営破綻する企業の拡大など、極めて厳しい状況が続いて

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３棟81戸、宅地開発28区画および宅地

卸２物件、リセール事業として再販マンション２棟５戸、戸建および土地12戸を販売・引渡し、さらにインベストメン

ト事業として４件の決済を行いました。

　以上の結果、当第３四半期における経営成績は、売上高4,033,320千円、営業利益183,401千円、経常利益59,306千円、

第３四半期純利益4,566千円となりました。

　　　

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３四半期末における総資産は、前事業年度末に対して4,080,237千円増加の12,337,672千円となりました。これは

主に現金及び預金が737,622千円増加し、たな卸資産が2,754,268千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4,005,454千円増加の10,976,805千円となりました。これは主に借入金が増加したこと

によるものであります。

②　キャッシュ・フロー

　当第３四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737,622千円増加の1,085,819千円とな

りました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,303,396千円の支出となりました。主な要因はたな卸資産3,177,433千円の

増加および出資金596,318千円の増加によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、103,309千円の支出となりました。主な要因は敷金・保証金106,439千円の増

加によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、4,144,328千円の収入となりました。主な要因は借入金4,079,856千円の純増

によるものであります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想は平成20年10月14日公表の「平成20年２月期　中間決算短信」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３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30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  1,456,445 1,085,819   348,197

２．たな卸資産
※２
　

6,398,645 9,493,806   6,739,537

３．その他
※５
　

371,362 950,650   666,957

流動資産合計  8,226,452 11,530,276 3,303,823 40.2 7,754,692

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産
※４
　

8,175 48,991   7,853

２．無形固定資産  2,809 2,646   2,741

３．投資その他の資産       

(1）出資金  1,000,000 613,818   17,500

(2）その他  504,920 141,939   474,647

投資その他の資産合
計

 1,504,920 755,757   492,147

固定資産合計  1,515,905 807,396 △708,509 △46.7 502,741

資産合計  9,742,358 12,337,672 2,595,314 26.6 8,257,434

－ 4 －



  
前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30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  350,800 57,468   41,763

２．短期借入金
※２
　

3,894,000 6,775,856   2,696,000

３．1年内返済予定長期
借入金

※２
　

－ 3,800,000   －

４．その他  396,404 333,671   421,982

流動負債合計  4,641,205 10,966,995 6,325,790 136.3 3,159,745

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金
※２
　

3,800,000 －   3,800,000

２．その他  12,004 9,809   11,604

固定負債合計  3,812,004 9,809 △3,802,195 △99.7 3,811,604

負債合計  8,453,210 10,976,805 2,523,595 29.9 6,971,350

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  669,400 848,800 179,400 26.8 669,400

２．資本剰余金       

(1）資本準備金  4,800 4,800   4,800

資本剰余金合計  4,800 4,800 － － 4,800

３．利益剰余金       

(1）利益準備金  6,318 17,814   6,318

(2）その他利益剰余金       

別途積立金  300,000 300,000   300,000

繰越利益剰余金  312,193 189,919   311,813

利益剰余金合計  618,511 507,733 △110,777 △17.9 618,131

４．自己株式  － △38 △38  －

株主資本合計  1,292,711 1,361,295 68,583 5.3 1,292,331

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価
差額金

 △3,563 △427   △6,247

評価・換算差額等合計  △3,563 △427 3,135 88.0 △6,247

純資産合計  1,289,148 1,360,867 71,719 5.6 1,286,084

負債、純資産合計  9,742,358 12,337,672 2,595,314 26.6 8,257,434

 

－ 5 －



(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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   4,687,037  4,033,320 △653,717 △13.9  5,020,820

Ⅱ　売上原価   3,794,756  3,274,336 △520,420 △13.7  4,009,872

売上総利益   892,281  758,984 △133,297 △14.9  1,010,947

Ⅲ　販売費及び一般管理費   360,886  575,582 214,696 59.5  398,635

営業利益   531,394  183,401 △347,993 △65.5  612,312

Ⅳ　営業外収益
※１
　

 23,016  4,357 △18,658 △81.1  34,842

Ⅴ　営業外費用
※２
　

 165,168  128,453 △36,715 △22.2  207,581

経常利益   389,242  59,306 △329,936 △84.8  439,573

Ⅵ　特別利益　
※３
　

 －  100 100   －

Ⅶ　特別損失　
※４
　

 －  16,765 16,765   50,000

税引前第３四半期
（当期）純利益

  389,242  42,640    389,573

法人税、住民税及び
事業税

 160,771  18,816    187,863  

法人税等調整額  △1,451 159,319 19,258 38,074 △121,245 △76.1 △27,833 160,030

第３四半期（当期）
純利益

  229,922  4,566 △225,356 △98.0  229,543

　

－ 6 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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

第３四半期会計期間中の
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

第３四半期純利益      229,922 229,922 229,922

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

        

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

169,600   3,018 300,000 △103,275 199,742 369,342

平成19年11月30日　残高
（千円）

669,400 4,800 4,800 6,318 300,000 312,193 618,511 1,292,711

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

第３四半期会計期間中の
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

第３四半期純利益   229,922

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

△3,563 △3,563 △3,563

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

△3,563 △3,563 365,779

平成19年11月30日　残高
（千円）

△3,563 △3,563 1,289,148

－ 7 －



　　　当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期会計期間中の
変動額

新株の発行 179,400      －  179,400

利益準備金の積立    11,496  △11,496 －  －

剰余金の配当      △114,964 △114,964  △114,964

第３四半期純利益      4,566 4,566  4,566

自己株式の取得       － △38 △38

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

      －  －

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

179,400 － － 11,496 － △121,894 △110,398 △38 68,963

平成20年11月30日　残高
（千円）

848,800 4,800 4,800 17,814 300,000 189,919 507,733 △38 1,361,295

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３四半期会計期間中の
変動額

新株の発行   179,400

利益準備金の積立　   －

剰余金の配当   △114,964

第３四半期純利益   4,566

自己株式の取得   △38

株主資本以外の項目の
第３四半期会計期間中
の変動額（純額）

5,819 5,819 5,819

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

5,819 5,819 74,783

平成20年11月30日　残高
（千円）

△427 △427 1,360,867
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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３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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

    

税引前第３四半期
（当期）純利益

 389,242 42,640 389,573

減価償却費  1,223 2,334 1,930

受取利息及び受取
配当金

 △1,531 △1,292 △2,672

支払利息  85,312 104,297 116,869

株式交付費  1,765 2,442 1,770

投資有価証券評価
損

 － 16,765 50,000

売上債権の増減額
（△増加額）

 38,700 230,000 △191,300

たな卸資産の増減
額（△増加額）

 △2,508,459 △3,177,433 △2,849,351

匿名組合出資金の
増減額（△増加
額）

 1,990,456 412,361 1,987,638

出資金の増減額
（△増加額）　

 △1,000,000 △596,318 △17,500

前渡金の増減額
（△増加額）

 － △30,000 △10,000

前払費用の増減額
（△増加額）

 △163,083 149,150 △214,889

工事未払金の増減
額（△減少額）　

 247,775 15,705 △61,261

未払金の増減額
（△減少額）

 4,506 19,038 5,814

未払費用の増減額
（△減少額）

 76 1,566 712

前受金の増減額
（△減少額）

 63,511 23,010 85,500

役員賞与の支払額  △4,000 － △4,000

その他　  67,013 △183,652 41,978

小計  △787,489 △2,969,382 △669,187

利息及び配当金の
受取額

 1,531 1,292 2,672

利息の支払額  △74,130 △96,716 △104,713

法人税等の支払額  △68,988 △238,589 △67,828

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △929,077 △3,303,396 △839,056
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前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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

 △7,920 － △8,185

無形固定資産の取
得による支出

 － △120 －

敷金・保証金の増
加による支出

 △11,191 △106,439 △11,191

敷金・保証金の返
還による収入

 － 3,250 －

投資有価証券の取
得による支出

 △71,730 － △71,730

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △90,841 △103,309 △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

 3,894,000 6,240,000 3,894,000

短期借入金の返済
による支出

 △5,800,000 △2,160,144 △6,998,000

長期借入れによる
収入

 3,150,000 － 3,150,000

株式の発行による
収入

 167,834 176,957 167,829

自己株式の取得に
よる支出

 － △38 －

配当金の支払額  △30,180 △112,446 △30,180

財務活動による
キャッシュ・フロー

 1,381,654 4,144,328 183,649

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増加額（△減少
額）

 361,734 737,622 △746,513

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 1,094,711 348,197 1,094,711

Ⅵ　現金及び現金同等物
の第３四半期末（期
末）残高

※　 1,456,445 1,085,819 348,197
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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３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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３四半期会計期間末日の市場

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）

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

　第３四半期会計期間末日の市

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

同左

(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。

　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

　    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。

 

 

 

     仕掛販売用不動産

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。　

　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。

建物附属設備　　 　10～15年

工具・器具及び備品 ６～８年

 

(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　　　　　　 　10～39年

工具・器具及び備品 ４～８年

 

(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

 

 (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

　　自社利用のソフトウェア

　自社における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。

　　上記以外の無形固定資産

　　　定額法によっております。

(2）無形固定資産

定額法によっております。

 

 

 (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）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　　

 

株式交付費

　同左

 

－ 12 －



項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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

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 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

 

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３四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

　　同左 

　

 

 

 (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。なお、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

同左  　　

　　　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

       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。 
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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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（減価償却方法の変更）

　当第３四半期会計期間より、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、税引前第３四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

 

－

 

 

（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３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30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３四半期会計期間末における当座貸

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

　１　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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３四半会計期間末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　　　   　5,200,000千円 

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     　3,694,000千円

　 差引額　     　 　2,700,000千円

 

借入実行残高　　 　 　4,900,000千円

  　差引額　　　 　 　   　300,000千円

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 ※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。

(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 　  販売用不動産 　 　    1,106,981千円

仕掛販売用不動産    　4,020,511千円  

　     合計　　　　　  　　　5,127,493千円

　　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。 (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

 

　 短期借入金　　　     　2,175,856千円 

　　　１年内返済予定　　　　

長期借入金　　　      　2,800,000千円

　    合計                    4,975,856千円

　  　上記担保資産のうち、仕掛販売用不動産

3,275,536千円を他社の銀行借入金の物上保

証に供しております。

 

　　長期借入金　　    　2,800,000千円

　３　　　　　　　　－ 　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３四半

期末残高4,000,000千円）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 ※４　有形固定資産の減価償却累計額

　　      　      　　　　 1,568千円 　                  　　　       4,108千円 　　　　　　　　　　  　　　　2,155千円

   

※５　　　　　　　　 － ※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　　　　　　　　 －
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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 ※１　営業外収益の主要項目

　　　受取利息　　　　　 　　　1,531千円 　　　受取利息               1,292千円 　　　受取利息　　　　　 　　　2,522千円

　　　解約違約金収入　　 　　　1,485千円 　　　解約違約金収入         3,065千円 　　　解約違約金収入　　 　　　2,170千円

　　　コンサルティング収入　　20,000千円  　　　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 ※２　営業外費用の主要項目

　　　支払利息　　　　  　　　85,312千円 　　　支払利息　　　　  　　　104,462千円 　　　支払利息　　　　 　　　116,869千円

　　　株式交付費　　　　　 　　1,765千円 　　　株式交付費　　　　　 　　2,442千円 　　　株式交付費　　　　　 　　1,770千円

　　　シンジケートローン

　　　手数料　　　　　　　　　78,090千円

　　　株式上場関連費用　　 　　8,436千円 　　　株式上場関連費用　　 　　9,777千円

　　　 　　　シンジケートローン

　　　手数料　　　　　　　　　13,111千円

　　　シンジケートローン

　　　手数料　　　　 　　 　　79,164千円

   

※３ 　　　　　　　　－ ※３　特別利益の主要項目 ※３　　　　　　　　－

 　　　投資有価証券売却益　　　　100千円  

   

※４ 　　　　　　　　－ ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目　

　 　　　投資有価証券評価損    　16,765千円 　　　投資有価証券評価損　　　50,000千円

   

　５　減価償却実施額　 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額　

　　　有形固定資産　　 　  　　　864千円 　　　有形固定資産             1,953千円 　　　有形固定資産　　 　　　　1,451千円

　　　無形固定資産　　 　　　　　205千円 　　　無形固定資産   　　 　　　 215千円 　　　無形固定資産　　 　　　　　273千円

　　　長期前払費用　　　 　　　　154千円 　　　長期前払費用  　　 　　　　166千円 　　　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）

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期会計

　期間増加株式数

（株）

当第３四半期会計

　期間減少株式数

（株）

当第３四半期会計

　期間末株式数

（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。

　　　　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） 当第３四半期

　会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
会計期間末

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

－ － － － － －

　（注）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は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

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）基準日が当第３四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３四半期会計期間末後となるも

の

　　　　　　該当事項はありません。
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当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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３四半期会計

　期間増加株式数

（株）

当第３四半期会計

　期間減少株式数

（株）

当第３四半期会計

　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）発行済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

　　　　自己株式の増加の内訳は、次のとおりであります。

　　　　　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３四半期

　会計期間末残高

（千円）前事業年度末
当第３四半期
会計期間増加

当第３四半期
会計期間減少

当第３四半期
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　

平成20年10月14日

取締役会
普通株式 45,538 30 平成20年８月31日　 平成20年11月11日　

(2）基準日が当第３四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３四半期会計期間末後となるも

の

　　　　　　該当事項はありません。
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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。

　　　　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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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19年11月30日現在）

現金及び預金勘定　　　　　1,456,445千円

　現金及び現金同等物　　　　1,456,445千円

 

※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11月30日現在）

現金及び預金勘定　　　　　1,085,819千円

現金及び現金同等物　　　　1,085,819千円

 

※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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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

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。

　　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１項の

規定により記載を省略しております。

　　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。
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（有価証券関係）

有価証券

　　　　前第３四半期会計期間末（平成19年11月30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 15,750 △5,980

合計 21,730 15,750 △5,980

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 409,544

　非上場株式 50,000

 

　　　　当第３四半期会計期間末（平成20年11月30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 4,965 4,245 △720

合計 4,965 4,245 △720

　（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３四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３四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16,765千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

　（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。
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（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間末（平成19年11月30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。

 

　　　当第３四半期会計期間末（平成20年11月30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。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　　　　該当事項はありません。

 

　　　当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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。

 

（持分法損益等）

　　　前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　　　　当社には関連会社がないため、該当事項はありません。

 

　　　当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30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）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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　   1,058.41円
 １株当たり第３四半期
 純利益金額　             206.35円

 １株当たり純資産額　     896.52円
 １株当たり第３四半期     
 純利益金額　               3.06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株当たり第

３四半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。　

潜在株式調整後１株当たり  

第３四半期純利益金額　     3.04円

　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株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

第３四半期（当期）純利益

　 （千円）
229,922 4,566 229,543

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益

　（千円）

229,922 4,566 229,543

期中平均株式数（株） 1,114,232 1,490,686 1,140,032

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 10,678 －

（うち新株予約権） －
　（10,678）

 
－

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（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１種類

　（新株予約権の数

1,060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３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30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   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３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日

　至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成20年３月１日

　至　平成20年11月30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） 3,155,172 3,553,364 3,363,347

　リセール事業　　　　　（千円） 1,529,789 467,168 1,564,026

　インベストメント事業　（千円） － 4,264 90,361

　そ　の　他　　　　　　（千円） 2,074 8,522 3,084

　　　合　　計　　　　　（千円） 4,687,037 4,033,320 5,020,820
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