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

22年2月期第1四半期 2,733 125.8 221 ― 191 ― 114 ―
21年2月期第1四半期 1,210 ― 2 ― △50 ― △47 ―

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 75.12 ―
21年2月期第1四半期 △33.40 ―

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

22年2月期第1四半期 9,345 1,685 18.0 1,110.36
21年2月期 11,470 1,616 14.1 1,065.12

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,685百万円 21年2月期  1,616百万円

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  
   21年２月期第２四半期及び期末配当金には、それぞれ５円00銭の上場記念配当が含まれております。 

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年2月期の業績予想（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  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 
累計期間

3,300 0.7 225 △11.6 160 △5.6 95 5.4 63.08

通期 5,000 △49.5 296 △52.6 150 △70.0 89 65.6 58.83
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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） 22年2月期第1四半期 1,518,000株 21年2月期  1,518,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  61株 21年2月期  61株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 1,518,000株 21年2月期第1四半期 1,436,478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．平成21年４月14日に公表しました業績予想のうち、第２四半期累計期間について本資料において修正しております。なお、通期については修正いた 
  しておりません。 
２．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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事 
  項等について、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧く 
  ださい。 
３．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。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に伴う景気の後退という厳しい状況下にあるもの

の、各国が行った景気対策等により過度な金融不安が和らぎ、株式市場の回復傾向や生産の下げ止まり等がみられる

ようになりました。しかし、企業収益や雇用環境の改善には至らず、景気は依然として低迷状態が続いております。

  不動産業界におきましては、このような経済環境を背景に消費マインドは冷え込み、さらに金融機関の慎重な融資

姿勢により資金調達が困難になるなど、不動産・建設関連企業の経営環境は極めて厳しい状況になっております。  

 このような状況のもと、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及び宅地開発等５物件53戸、リ

セール事業として再販マンション及び宅地等５物件91戸を引渡し、さらにインベストメント事業として２物件47戸の

決済を行いました。 

 この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高2,733,446千円、営業利益221,264千円、経常利益191,949千

円、四半期純利益114,031千円となりました。 

  

  

 当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に対して2,125,310千円減少の9,345,583千円となりました。

これは主にたな卸資産が2,106,881千円減少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2,193,982千円減少の7,660,128千円となりました。これは主に支払手形が

1,501,625千円、短期借入金が657,488千円それぞれ減少したことによるものであります。  

 純資産は、前事業年度に対して68,672千円増加の1,685,455千円となりました。これは主に四半期純利益の計上に

より利益剰余金が増加したことによるものであります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、前事業年度末に対して   

156,956千円減少の611,354千円となりました。  

  当第１四半期会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、344,010千円の収入となりました。主

な要因は、たな卸資産の減少2,106,881千円及び支払手形の減少1,501,625千円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、20千円の支出となりました。これは敷金・保証金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、500,947千円の支出となりました。これは主に短期借入金の借入・返

済によるものであります。 

  

  

 平成22年２月期は、昨今の不動産市場の低迷を背景とした物件販売の長期化を予想し計画に折込みましたが、当社

における当第１四半期の販売が順調に推移したことから、これにより第２四半期の業績は、以下のとおりとなる見通

しであります。なお、第１四半期の実績が第２四半期の計画を上回ったものの、当事業年度に販売可能な物件は一定

量であることから、通期の業績予想につきましては、平成21年４月14日公表の「平成21年２月期決算短信」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。  

  

第２四半期業績予想                                          （単位：百万円）

  

 業績予想は、当社が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、実際の業績等は、業況の変化等によ

り予想数値と異なる場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

   売上高  営業利益  経常利益  四半期純利益 

 前回発表予想(Ａ)       2,537      114      40      23 

 今回修正予想(Ｂ)              3,300               225              160               95 

 増減額(Ｂ－Ａ)               763              111              120                72 

 増減率(％)        30.1         97.4            300.0       313.0 

 前中間期実績        3,277              255               170               90 
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１．簡便な会計処理  

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断において、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められる場合には、前事業年度に使用した

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。 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法により減価償却費の年度計上額を期間按分して算定する方法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

１．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。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法にる原価法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。 

 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合と比べ、当第１四半期会計期間の売上原価が107,337千円

増加し、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益は、同額減少しております。 

  

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

（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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611,354 768,310

販売用不動産 1,513,967 2,248,155

仕掛販売用不動産 6,351,996 7,724,689

その他 92,709 332,529

流動資産合計 8,570,026 11,073,685

固定資産   

有形固定資産 47,625 48,234

無形固定資産 2,497 2,571

投資その他の資産   

出資金 673,542 303,318

その他 51,892 43,084

投資その他の資産合計 725,434 346,402

固定資産合計 775,557 397,208

資産合計 9,345,583 11,470,894

負債の部   

流動負債   

支払手形 988,575 2,490,200

工事未払金 42,180 123,218

短期借入金 3,400,000 4,057,488

1年内返済予定の長期借入金 2,800,000 2,800,000

1年内償還予定の社債 28,000 －

その他 220,396 373,809

流動負債合計 7,479,151 9,844,716

固定負債   

社債 172,000 －

その他 8,976 9,394

固定負債合計 180,976 9,394

負債合計 7,660,128 9,854,111

－ 5 －



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 848,800 848,800

資本剰余金 4,800 4,800

利益剰余金 831,634 763,141

自己株式 △38 △38

株主資本合計 1,685,196 1,616,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 258 80

評価・換算差額等合計 258 80

純資産合計 1,685,455 1,616,783

負債純資産合計 9,345,583 11,470,894
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,733,446

売上原価 2,259,086

売上総利益 474,359

販売費及び一般管理費 253,095

営業利益 221,264

営業外収益  

違約金収入 1,645

その他 0

営業外収益合計 1,645

営業外費用  

支払利息 24,820

その他 6,138

営業外費用合計 30,959

経常利益 191,949

税引前四半期純利益 191,949

法人税、住民税及び事業税 58,548

法人税等調整額 19,369

法人税等合計 77,917

四半期純利益 114,031
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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１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 191,949

減価償却費 752

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 24,820

社債発行費 4,819

売上債権の増減額（△は増加） 152,192

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,106,881

出資金の増減額（△は増加） △370,224

前払費用の増減額（△は増加） 13,730

支払手形の増減額（△は減少） △1,501,625

工事未払金の増減額（△は減少） △81,037

未払金の増減額（△は減少） △69,046

未払費用の増減額（△は減少） 575

前受金の増減額（△は減少） △70,150

その他 50,053

小計 453,689

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △25,770

法人税等の支払額 △83,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,010

投資活動によるキャッシュ・フロー  

敷金及び保証金の差入による支出 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △20

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 900,000

短期借入金の返済による支出 △1,557,488

社債の発行による収入 195,181

配当金の支払額 △38,640

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,956

現金及び現金同等物の期首残高 768,310

現金及び現金同等物の四半期末残高 611,354
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（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（千円） 

Ⅰ 売上高  1,210,440

Ⅱ 売上原価  973,333

売上総利益  237,107

Ⅲ 販売費及び一般管理費  234,708

営業利益  2,398

Ⅳ 営業外収益  2,085

Ⅴ 営業外費用  54,720

経常損失（△）  △50,236

Ⅵ 特別損失  11,680

税引前四半期純損失（△）  △61,916

税金費用  △13,930

四半期純損失（△）  △47,985
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前第１四半期累計期間（平成20年３月1日～５月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益（△損失）  △61,916

減価償却費      638

受取利息及び受取配当金  △45

支払利息  33,170

株式交付費   2,442

投資有価証券評価損   11,680

売上債権の増減額（△増加）   230,000

たな卸資産の増減額（△増加）  △1,246,756

匿名組合出資金の増減額（△増加）  412,361

出資金の増減額（△増加）  △560,048

前渡金の増減額（△増加）  △10,000

前払費用の増減額（△増加）  67,870

工事未払金の増減額（△減少）  962,818

未払金の増減額（△減少）  △4,257

未払費用の増減額（△減少）  233

前受金の増減額（△減少）  86,991

その他  △66,803

小計  △141,621

利息及び配当金の受取額  45

利息の支払額  △33,769

法人税等の支払額  △144,663

営業活動によるキャッシュ・フロー  △320,008

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

敷金・保証金の増加による支出  △5,729

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,729

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  1,690,000

短期借入金の返済による支出  △709,000

株式の発行による収入  176,957

自己株式の取得による支出  △38

配当金の支払額  △69,426

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,088,492

－ 11 －



  

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減
少） 

 762,754

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  348,197

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,110,951

－ 12 －



(1) 販売の状況 

 当第１四半期会計期間の販売実績を事業形態ごとに示すと以下のとおりです。  

    （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

 事業形態 

  

 当第１四半期会計期間 

（自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日） 

 金額（千円）  構成比（％） 

 デベロップメント事業           1,078,399             39.4 

 リセール事業           1,603,601             58.7 

 インベストメント事業             42,522              1.6 

 そ の 他             8,923              0.3 

 合  計           2,733,446                       100.0 

－ 13 －




