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1.  平成21年6月期第3四半期の業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 5,782 ― △1,295 ― △1,418 ― △1,609 ―
20年6月期第3四半期 5,386 △19.3 976 △29.8 861 △32.7 460 △39.2

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6月期第3四半期 △93,304.10 ―
20年6月期第3四半期 26,379.71 24,473.40

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6月期第3四半期 10,991 909 8.3 53,471.22
20年6月期 13,809 2,628 19.0 150,154.30

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  908百万円 20年6月期  2,628百万円

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6月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
21年6月期 ― ― ―
21年6月期 

（予想）
2,000.00 2,000.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,640 3.1 △1,450 ― △1,630 ― △1,820 ― △105,867.28
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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  

[(注) 詳細は、４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） 

[(注) 詳細は、４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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第3四半期 17,508株 20年6月期  17,508株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  508株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第3四半期 17,254株 20年6月期第3四半期 17,444株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 上記に記載した予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業
績の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。 
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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、米国発の世界的金融市場の混乱と信用収縮に伴い、実体経済

に大きな影響が現れました。また、時価会計に基づく評価損失を中心とした企業収益の悪化により、
設備投資意欲の後退、雇用不安に伴う個人消費の落ち込みも拡大しております。  
 当社が属する不動産業界におきましても、金融機関による不動産向け融資の厳格化は更に厳しさを
増しており、不動産取引価格の低下にも更に拍車がかかり、不動産市況は依然として厳しい環境が続
いております。  
 このような事業環境にありまして、当第３四半期の不動産開発事業におきましては、個人投資家へ
の１棟売却のほか、前期まで取引先の大きな部分を担って参りましたファンドの新規投資の大幅な減
少により、当第２四半期から拡大いたしましたワンルーム販売会社への１棟販売契約に基づく戸別売
上計上において、２物件のうち１物件（48 戸）は全戸売上計上をすることができましたが、１物件に
つきましては、67 戸中 53 戸（累計）の売上計上に終わっております。  
 また、その他不動産事業におきましては、ファミリーマンションの新築残戸買取再販物件を２物件
購入し、１物件（13 戸）については短期間での完売を達成することができました。 
 しかしながら、上述いたしました厳しい環境下におきましては、土地並びに開発物件の不動産価格
は下げ止まりを見せず、更なる収益率の低下が否めない状況にあるという認識の下に、当第２四半期
における各物件の評価について再度見直しを行いました結果、当第３四半期会計期間において「棚卸
資産の評価に関する会計基準」による棚卸資産評価損を売上原価に 890 百万円計上いたしました。  
 特別損益におきましては、当第３四半期会計期間において、特別利益に当社の賃貸用不動産１物件
の売却による固定資産売却益 8 百万円、特別損失にソフトウェア等の固定資産除却損 6 百万円を計上
いたしました。 
 また、当期の業績見通しなどを踏まえて今後の繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、
当第３四半期会計期間において繰延税金資産を全額取り崩すことといたしております。  
 こうした結果、当第３四半期累計期間における当社の業績は、売上高 5,782 百万円、営業損失 1,295
百万円、経常損失 1,418 百万円、四半期純損失 1,609 百万円と大幅な損失を計上することとなりまし
た。  
 各事業別の業績は以下のとおりであります。 
 （不動産開発事業）  
 ワンルームマンションの開発販売４棟（店舗１戸を含めて 208 戸、内、２棟は戸別決済による 101
戸）、戸建住宅５棟分譲及び事業用地の販売１件に中古マンションのリノベーション販売により、売
上高 4,625 百万円となりました。また、設計・施工監理等の業務受託１件を合わせ、売上高合計は
4,630 百万円となりました。  
（その他不動産事業）  
 新築残戸物件の４物件（33 戸）のエンドユーザー向け仕入販売による売上高 1,084 百万円のほか不
動産賃貸業等により、売上高 1,152 百万円となりました。   

 
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３四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ 2,818 百万円減少し、10,991 百万円となり

ました。これは主として現金及び預金が 1,201 百万円及び当社開発物件（５物件）が当第３四半期に
おいて竣工したこと等により仕掛販売用不動産が 3,878 百万円減少した一方、竣工した当社開発物件
（５物件）及び新築残戸物件の仕入に伴い販売用不動産が 2,349 百万円増加したことによるものであ
ります。  
 負債は、前期末に比べ 1,098 百万円減少し、10,082 百万円となりました。これは主として１年内返
済予定の長期借入金を含む長期借入金が 2,335 百万円減少した一方、短期借入金が 397 百万円及び当
社開発物件（４物件）が３月竣工したこと等により買掛金が 868 百万円増加したことによるものであ
ります。  
 純資産は、前期末に比べ 1,719 百万円減少し、909 百万円となりました。これは主として四半期純
損失を 1,609 百万円計上したことと、剰余金の配当や自己株式の取得に伴い株主資本が減少したこと
によるものであります。  
 
(2) キャッシュ・フローの状況  
 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ
1,115 百万円減少し、1,073 百万円となりました。   
（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、850 百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失を

1,428 百万円計上した一方で、当社開発物件の竣工が３月に集中したこと等により、たな卸資産が
1,440 百万円、買掛金が 868 百万円それぞれ増加したことによるものであります。  
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により獲得した資金は、79 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入

を 86 百万円計上、賃貸用不動産（有形固定資産）の売却による収入を 55 百万円計上した一方で、有
形・無形固定資産の取得による支出を 40 百万円計上、定期預金の預入による支出を 16 百万円計上し
たこと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） 
財務活動により支出した資金は、2,045 百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による

支出 2,606 百万円や配当金の支払 87 百万円を行った一方で、短期借入金の純増加額 397 百万円や長
期借入れによる収入 271 百万円を行ったことによるものであります。 

 
3. 業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年４月 16 日に発表いたしました「棚卸資産評価損の計上並びに平成 21 年６月期通期業績
予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 
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 
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、事業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。 

 
(3) 追加情報 
販売用不動産の所有目的の変更 
前期において流動資産の販売用不動産に計上しておりました建物 44 百万円、土地 61 百万円を有

形固定資産の建物、土地にそれぞれ振替えております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,093,978 2,295,085

販売用不動産 4,567,055 2,217,682

仕掛販売用不動産 4,670,726 8,549,116

その他のたな卸資産 21,600 39,960

その他 185,825 284,930

流動資産合計 10,539,184 13,386,775

固定資産   

有形固定資産 263,840 219,314

無形固定資産 34,492 46,580

投資その他の資産   

その他 170,226 173,193

貸倒引当金 △16,610 △16,610

投資その他の資産合計 153,616 156,583

固定資産合計 451,950 422,477

資産合計 10,991,135 13,809,253

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,901,840 1,033,199

短期借入金 699,500 302,000

1年内返済予定の長期借入金 6,204,660 5,786,860

賞与引当金 11,213 －

その他 302,521 340,761

流動負債合計 9,119,735 7,462,820

固定負債   

長期借入金 957,080 3,710,599

その他 5,309 6,932

固定負債合計 962,389 3,717,531

負債合計 10,082,124 11,180,351

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,187 603,187

資本剰余金 570,044 570,044

利益剰余金 △244,848 1,452,642

自己株式 △19,795 －

株主資本合計 908,587 2,625,874

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 3,027

評価・換算差額等合計 － 3,027

新株予約権 423 －

純資産合計 909,010 2,628,901

負債純資産合計 10,991,135 13,809,253
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,782,572

売上原価 6,437,281

売上総損失（△） △654,709

販売費及び一般管理費 640,385

営業損失（△） △1,295,095

営業外収益  

受取利息 2,919

保険解約返戻金 1,460

投資事業組合運用益 798

その他 2,460

営業外収益合計 7,638

営業外費用  

支払利息 127,772

その他 3,344

営業外費用合計 131,117

経常損失（△） △1,418,573

特別利益  

固定資産売却益 8,442

投資有価証券売却益 1,322

特別利益合計 9,764

特別損失  

固定資産除却損 6,212

投資有価証券評価損 10,000

投資有価証券売却損 3,664

特別損失合計 19,877

税引前四半期純損失（△） △1,428,686

法人税、住民税及び事業税 1,717

法人税等調整額 179,547

法人税等合計 181,264

四半期純損失（△） △1,609,951
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,840,110

売上原価 3,544,856

売上総損失（△） △704,745

販売費及び一般管理費 230,543

営業損失（△） △935,289

営業外収益  

受取利息 318

その他 355

営業外収益合計 674

営業外費用  

支払利息 37,138

その他 150

営業外費用合計 37,289

経常損失（△） △971,904

特別利益  

固定資産売却益 8,442

特別利益合計 8,442

特別損失  

固定資産除却損 6,212

特別損失合計 6,212

税引前四半期純損失（△） △969,674

法人税、住民税及び事業税 △13,430

法人税等調整額 377,427

法人税等合計 363,997

四半期純損失（△） △1,333,672
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △1,428,686

減価償却費 27,450

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,213

固定資産除却損 6,212

固定資産売却損益（△は益） △8,442

投資事業組合運用損益（△は益） △798

投資有価証券評価損益（△は益） 10,000

投資有価証券売却損益（△は益） 2,342

受取利息及び受取配当金 △2,919

支払利息 127,772

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,440,603

前渡金の増減額（△は増加） 20,000

仕入債務の増減額（△は減少） 868,641

その他 △99,570

小計 973,819

利息及び配当金の受取額 2,919

利息の支払額 △120,276

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 850,634

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 △16,000

定期預金の払戻による収入 86,000

有形固定資産の取得による支出 △23,383

有形固定資産の売却による収入 55,008

無形固定資産の取得による支出 △16,840

投資有価証券の売却による収入 3,817

敷金及び保証金の差入による支出 △8,806

敷金及び保証金の回収による収入 96

その他 △376

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,515

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） 397,500

長期借入れによる収入 271,000

長期借入金の返済による支出 △2,606,719

自己株式の取得による支出 △19,795

配当金の支払額 △87,243

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,045,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,115,107

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,073,978
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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 
当第３四半期会計期間（自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 
 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 

当第３四半期累計期間（自 平成 20 年７月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 
 該当事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 
 株式分割 

平成 21 年４月 16 日開催の取締役会において、次のとおり株式の分割に関して決議いたしました。 

①株式分割の目的 
  当社発行済株式数は 17,508 株と少なく、流動性が不足していることから、株式数の増加により

流動性を高めることを目的として株式分割を実施する。 
②分割方法 
  平成 21 年６月 30 日（火曜日）最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有普通

株式１株につき２株の割合をもって分割する。 
③分割により増加する株式数 
  基準日である平成 21 年６月 30 日（火曜日）最終の発行済株式総数に２を乗じた株式数とする。 
 （参考）平成 21 年３月 31 日現在を基準日とした分割により増加する株式数 普通株式 17,508

株 
④株式分割の効力発生日 
  平成 21 年７月１日（水曜日） 
 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報並びに
当期首に行われたと仮定した場合の当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間における１
株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 
 

  １株当たり純資産額 
当第３四半期会計期間末 前事業年度末 

26,735.61 円 75,077.15 円 

 

  １株当たり四半期純損失金額等 

当第３四半期累計期間 

１株当たり四半期純損失 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

46,652.05 円 ― 円 

 

当第３四半期会計期間 

１株当たり四半期純損失 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

38,920.72 円 ― 円 

  (注) 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、潜在株式は存在するものの、１株

当たり四半期純損失であるため記載していない。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
 （１）（要約）第３四半期損益計算書 

前年第３四半期 
(自 平成19年７月１日 

   至 平成20年３月31日）科  目 

金額（千円） 百分比

Ⅰ 売上高 5,386,930 100.0

Ⅱ 売上原価 3,897,060 72.3

 売上総利益 1,489,870 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 513,022 9.6

 営業利益 976,847 18.1

Ⅳ 営業外収益 50,584 1.0

Ⅴ 営業外費用 165,500 3.1

 経常利益 861,931 16.0

Ⅵ 特別利益 1,418 0.0

Ⅶ 特別損失 25,286 0.4

  税引前四半期純利益 838,064 15.6

 税金費用 377,883 7.1

 四半期純利益 460,181 8.5
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 （２）（要約）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年第３四半期 

(自 平成19年７月１日 
   至 平成20年３月31日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
 １ 税引前四半期純利益 838,064
 ２ 減価償却費 15,828
 ３ 貸倒引当金の減少額 △ 16,730

  ４ 賞与引当金の増加額 23,987
 ５ 役員賞与引当金の減少額 △ 17,500
 ６ 固定資産除却損失 6,800
 ７ 投資組合運用損失 771
 ８ 投資有価証券評価損失 18,486
 ９ 固定資産売却益 △ 1,418
 10 受取利息及び受取配当金 △ 17,785
 11 支払利息及び社債利息 164,370
 12 販売用不動産の増加額 △ 1,360,288
 13 仕掛販売用不動産の増加額 △ 5,000,626
 14 前渡金の減少額 318,697
 15 買掛金の増加額 935,388
 16 その他 31,547

小計 △ 4,060,407

 17 利息及び配当金の受取額 17,785
 18 利息の支払額 △ 176,443
 19 法人税等の支払額 △ 727,559

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,946,624

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
 １ 定期預金の預入による支出 △ 18,500
 ２  定期預金の払戻による収入 12,000
 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 43,664
 ４ 有形固定資産の売却による収入 3,230
 ５ 無形固定資産の取得による支出 △ 18,381
 ６ 投資有価証券の取得による支出 △ 29,963
 ７ 敷金保証金の差入による支出 △ 96
 ８ その他 △ 4,526

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 99,902

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
 １ 短期借入金の増加額 854,500
 ２ 長期借入金による収入 8,154,000
 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 2,149,845
 ４ 社債の償還による支出 △ 100,000
 ５ 株式の発行による収入 5,346
 ６ 配当金の支払額 △ 86,379

  財務活動によるキャッシュ・フロー 6,677,622

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,631,095

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,060,558

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 2,691,654
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