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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 7,081 △47.4 △801 ― △1,850 ― △1,776 ―

21年2月期第1四半期 13,463 △41.3 1,700 △73.7 1,382 △77.6 747 △79.0

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

22年2月期第1四半期 △8,045.90 ―

21年2月期第1四半期 4,007.90 ―

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

22年2月期第1四半期 46,037 3,070 6.6 10,779.58
21年2月期 47,958 4,236 8.8 22,714.65

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,059百万円 21年2月期  4,236百万円

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

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  
（注）「１株当たり当期純利益」のみ公表値を修正しております。なお、「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる普通株式数については、平成21年５
月末における発行済株式数（自己株式を除く）を使用しております。 

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

19,094 △35.5 △985 ― △2,318 ― △2,186 ― △7,673.13

通期 32,244 △29.5 △658 ― △2,301 ― △2,184 ― △7,666.11
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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）  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、４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、４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 

・ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が
あります。 
・ 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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 287,369株 21年2月期  189,009株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  2,479株 21年2月期  2,479株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 220,742株 21年2月期第1四半期 186,530株
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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、世界的な金融市場の混乱による世界景気の後退を背景に、外

需が大幅に悪化したことに加え、国内景気の後退にともない、雇用不安や将来の所得への不安感から個人消費等も

落ち込み、企業を取り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。

　当社グループが属する不動産業界におきましても、世界的な金融不安や、金融機関の融資姿勢の厳格化等から、

不動産の流動性の低下を招き、収益面、資金調達面の両面において企業業績を圧迫し、建設・不動産関連企業の経

営破綻に係る報道に見られるように、業界を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあり、今後の見通しにつきまして

も依然不透明な状態が続くものと予想されます。

　このような厳しい環境下において、当社グループは「豊かで快適な暮らしの創造」を企業理念とし、混乱する不

動産市場において、現在の当社にとって最善と思われる出口戦略・販売計画の立案・実行を行い、市況の悪化を経

営努力により乗り越えるために、最大限の努力を継続しており、概ね当初の事業計画通り進捗しております。

　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,081百万円、営業損失801百万円、経常損失1,850百万円、

四半期純損失1,776百万円となりました。

　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。

(不動産販売事業)

不動産販売事業におきましては、自社分譲マンション114戸及び中古リノベーション物件22戸の引渡し及び不動

産流動化案件２件の引渡しを行いました結果、売上高は6,161百万円、営業損失は762百万円となりました。

(不動産関連業務受託事業)

不動産関連業務受託事業におきましては、収益不動産保有事業における賃貸収入及びその他の収入を合わせ、売

上高は141百万円、営業損失は111百万円となりました。

(シニア住宅事業)

シニア住宅事業におきましては、開設済み施設の稼働率も順調に推移し、売上高は777百万円、営業利益は49百

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に比べ1,921百万円減少し、46,037百万円となり

ました。これは主に保有在庫の引渡しによりたな卸資産が減少したことによるものであります。 

　また、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ755百万円減少し、42,966百万

円となりました。これは主に保有物件の売却に伴う有利子負債が減少したことによるものであります。 

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、3,070百万円となりました。

　なお、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

　営業活動によって得られた資金は、1,579百万円となりました。これは主に、分譲マンション等の販売及び不動

産流動化事業用資産の売却による棚卸資産の減少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）

　投資活動によって得られた資金は756百万円となりました。これは主に定期預金の払戻及び差し入れていた保証

金の返還並びに投資有価証券の売却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）

　財務活動の結果支出した資金は2,503百万円となりました。これは主に借入金の返済による支出によるものであ

ります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成22年2月期の連結業績予想につきましては、平成21年4月14日に発表した連結業績予想に変更はございません。
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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

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 棚卸資産の評価方法

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。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算出にあたっては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定してお

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

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。
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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21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 926,833 1,294,650

受取手形及び売掛金 369,353 341,857

販売用不動産 10,406,689 6,308,571

仕掛販売用不動産 16,930,631 24,029,022

その他 1,615,521 1,586,358

貸倒引当金 △6,470 △6,881

流動資産合計 30,242,557 33,553,577

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,341,475 5,020,177

減価償却累計額 △358,253 △282,238

建物及び構築物（純額） 6,983,222 4,737,938

土地 6,880,875 6,880,875

その他 519,600 854,327

減価償却累計額 △182,328 △175,633

その他（純額） 337,272 678,694

有形固定資産合計 14,201,369 12,297,508

無形固定資産   

無形固定資産合計 210,252 234,948

投資その他の資産   

投資有価証券 71,236 77,381

差入保証金 922,356 1,368,010

その他 675,660 713,022

貸倒引当金 △285,470 △285,470

投資その他の資産合計 1,383,783 1,872,944

固定資産合計 15,795,406 14,405,401

資産合計 46,037,963 47,958,978

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,491,282 5,452,560

短期借入金 5,719,264 7,545,237

1年内返済予定の長期借入金 18,526,834 19,100,210

未払金 4,238,636 317,685

引当金 169,877 114,226

その他 2,283,282 3,865,419

流動負債合計 35,429,178 36,395,337
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

固定負債   

長期借入金 4,273,842 4,989,199

引当金 37,800 －

その他 3,226,148 2,337,477

固定負債合計 7,537,790 7,326,676

負債合計 42,966,969 43,722,013

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,023,822 3,723,824

資本剰余金 3,799,714 3,499,716

利益剰余金 △4,322,817 △2,546,749

自己株式 △440,194 △440,194

株主資本合計 3,060,524 4,236,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,145 564

繰延ヘッジ損益 △187 △196

評価・換算差額等合計 △1,333 367

新株予約権 11,802 －

純資産合計 3,070,994 4,236,965

負債純資産合計 46,037,963 47,958,978
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（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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 7,081,446

売上原価 6,990,347

売上総利益 91,099

販売費及び一般管理費 893,067

営業損失（△） △801,967

営業外収益  

受取利息 3,078

賃貸収入 33,560

その他 31,497

営業外収益合計 68,135

営業外費用  

支払利息 261,694

支払手数料 285,714

契約解除損失 519,283

その他 50,460

営業外費用合計 1,117,151

経常損失（△） △1,850,983

特別利益  

投資有価証券売却益 146,999

特別利益合計 146,999

特別損失  

訴訟損失引当金繰入額 37,800

投資有価証券評価損 3,253

特別損失合計 41,053

税金等調整前四半期純損失（△） △1,745,037

法人税、住民税及び事業税 1,924

法人税等調整額 29,107

法人税等合計 31,031

四半期純損失（△） △1,776,069
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（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21年３月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △1,745,037

減価償却費 105,675

のれん償却額 35,898

投資有価証券売却損益（△は益） △146,999

支払利息 261,694

未払金の増減額（△は減少） 381,773

未収消費税等の増減額（△は増加） △137,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,034,466

仕入債務の増減額（△は減少） 1,494,327

前受金の増減額（△は減少） △1,612,883

その他 126,684

小計 1,798,217

利息及び配当金の受取額 3,372

利息の支払額 △209,604

法人税等の支払額 △12,228

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,579,758

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 200,315

差入保証金の回収による収入 453,786

投資有価証券の売却による収入 147,000

その他 △45,086

投資活動によるキャッシュ・フロー 756,015

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） △1,225,972

長期借入れによる収入 20,000

長期借入金の返済による支出 △1,308,733

その他 11,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,503,276

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,502

現金及び現金同等物の期首残高 1,094,335

現金及び現金同等物の四半期末残高 926,833
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　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

前連結会計年度においては、サブプライムローン問題から派生した不動産業界に対する金融機関の融資姿勢の消極化

や不動産価格の急激な下落等により、事業環境等が著しく悪化し、その結果、当社グループは、前連結会計年度におい

て、営業キャッシュ・フローはプラスとなったものの、損益面では当初の事業計画を大幅に下回り、2,029百万円の経

常損失及び9,071百万円の当期純損失を計上いたしました。また、当第１四半期連結会計期間におきましても、1,850百

万円の経常損失及び1,776百万円の四半期純損失を計上することとなっため、金融機関からの借入金の一部につき財務

制限条項に抵触することとなり、当該債務につき期限の利益喪失にかかる請求を受ける可能性があります。

以上のような状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

しかしながら、下記施策の確実な実行により、早期に大幅な改善が実現できると考えております。

当社グループは、棚卸資産の売却等を積極的に行い、資金の早期回収による有利子負債の大幅な削減を図るとともに、

機動的な資金調達を実現させることにより、自己資本を充実させ、財務体質の改善を図ってまいります。併せて、既に

実施しております人員配置の適正化や拠点の統廃合をはじめとした販売費及び一般管理費の削減策を徹底することによ

り、支出の抑制に努めてまいります。

また、プロジェクト資金等につきましては、物件の販売スケジュールに合わせて返済条件の見直しを行うことにつき、

取引金融機関および建設会社にご協力をいただいており、見直し後の返済条件に従い支払いを行っております。財務制

限条項に抵触する借入契約につきましても、金融機関に対して期限の利益の喪失請求を留保することを要請し、これに

対してご支援いただく方向で協議に応じていただいております。

今後、厳しい環境下で着実に収益を上げていくために、当社グループの強みであります販売力を活かしたビジネスモ

デルを確立するとともに、得意とする情報収集力や企画力、事業スキーム構築力を活かした不動産開発コンサルティン

グ等のフィー事業を展開する等、借入に頼らない新たな取り組みを実施しつつ、グループ一丸となって経費削減等に取

り組みながら、来年度以降の事業の安定化を図って参る所存であります。

以上の理由から、当第１四半期連結会計期間における四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、この

ような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。

 

（５）セグメント情報

〔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21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 （単位：千円）

不動産販売事業
不動産関連業務

受託事業
シニア住宅事業 計 消去又は全社 連結

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,161,905 141,763 777,777 7,081,446  7,081,446

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ 2,267 － 2,267 (2,267) －

計 6,161,905 144,030 777,777 7,083,714 (2,267) 7,081,446

営業利益又は営業損失（△） △762,498 △111,442 49,133 △824,766 22,808 △801,967

　（注）１　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な内容

①　不動産販売事業・・・・・・・自社分譲マンションの分譲及び不動産流動化事業

②　不動産関連業務受託事業・・・他社分譲マンションの販売代理を含む不動産の媒介及び広告宣伝代理業務、

ローン事務代行業務、並びに不動産の賃貸に関する事業

③　シニア住宅事業・・・・・・・シニア用住宅の企画・運営業務等

〔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。

〔海外売上高〕
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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

当社は、平成21年４月30日付で、株式会社ユー・エス・アール及び株式会社耀燿からデット・エクイティスワッ

プによる第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が299,998

千円、資本準備金が299,998千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が4,023,822千円、資本準

備金が3,799,714千円となっております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日）

科目

前年同四半期
（平成21年２月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 13,463

Ⅱ　売上原価 10,748

売上総利益 2,714

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,014

営業利益 1,700

Ⅳ　営業外収益 117

Ⅴ　営業外費用 435

経常利益 1,382

税金等調整前四半期純利益 1,382

税金費用 634

四半期純利益 747
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