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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） 

 当社は、株式会社総和コミュニティの全保有株式の譲渡（平成21年９月３日）により平成22年２月期から非連結会社となりました。したがって、平成21年２
月期は連結会社であることから、「21年２月期第1四半期」は記載しておりません。 

(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 835 ― △66 ― △99 ― △79 ―
21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △1,243.84 ―
21年2月期第1四半期 ― ―

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 2,524 △3,205 △127.1 △50,042.58
21年2月期 3,279 △3,125 △95.4 △48,798.73

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  △3,208百万円 21年2月期  △3,128百万円

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  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

第2四半期 
累計期間

2,363 △38.2 △12 ― △68 ― △68 ― △1,064.65

通期 5,013 △64.8 142 ― 44 ― 44 ― 687.83



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  

(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） 

(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 64,107株 21年2月期  64,107株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―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 64,107株 21年2月期第1四半期 20,540株

※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大きく異なる可能性があります。 



     当第１四半期会計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危

機の影響により、日本の実体経済は景気後退色を深めており、景気の下振れ懸念など、景気をさらに下押しす

るリスクが存在しております。 

 当社が属する不動産業界におきましては、㈱不動産経済研究所が平成21年６月16日に発表した統計によると

2009年５月度の首都圏のマンション市場動向は、前年同月比19.4％減となりましたが、前月比では35.0％増の

3,538戸となり不動産市況に一部明るい兆しが見えはじめております。しかしながら、当社の販売エリアであり

ます郊外エリアにつきましては、前事業年度に引続き、不動産市況は更に悪化いたしました。 

 このような経済状況のもとで、当社は、「快適で安全な暮らしやすい住まい作り」を基本理念として、創業

以来、お客様に喜ばれることを第一に「supply surprise」を提供すべく「ロータリーパレス」というブランド

のマンション分譲事業を展開しております。「顧客ニーズに対応した商品企画力」及び「積極的外交営業」を

強み・特長として、主にファミリー層の第一次取得者を対象に販売いたしました。 

 当第１四半期会計期間においては、新たな物件の竣工はなく、マンション分譲事業及び戸建分譲事業、両事

業ともに前事業年度以前に竣工いたしました物件の販売に注力いたしました。当事業年度は、在庫圧縮による

財務体質改善が経営上の課題であるため、引き続き、販売用不動産の早期完売に向けて邁進する所存でありま

す。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高835百万円、営業損失66百万円、経常損失99百万円、四半

期純損失79百万円となりました。 

  

 (１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ755百万円減少し2,524百万円となりまし

た。また、負債は、前事業年度末に比べ675百万円減少し、5,729百万円となりました。 

 この主な要因は、販売用不動産が727百万円減少し、物件の売却に伴って、金融機関に対する有利子負債（短

期借入金、１年内返済予定長期借入金、１年内償還予定社債、長期借入金及び社債）が259百万円減少し、更

に、ゼネコン等に対する買掛金が431百万円減少したためであります。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四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、前事業年度末に比べ  

17百万円減少し、14百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果、増加した資金は235百万円となりました。これは主に販売用不動産の減少額727百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、増加した資金は0.7百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の払い戻しによるもの

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、減少した資金は254百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出136百万

円、長期借入金の返済による支出128百万円によるものであります。 

  

     当不動産業界は、首都圏マンションの売上戸数が2009年５月度において前月比35.0％増となるなど、一部に明

るい兆しが見えはじめてはおりますが、当社の販売エリアである郊外エリアにつきましては、依然厳しい状況が

続いていくと思われます。 

       しかし、個人消費の動きは弱いものの一部に下げ止まりの兆しも見えることから、当社はかかる状況下におい

て、在庫圧縮による財務体質の改善の為に、引き続き、販売用不動産の早期完売に向けて邁進する所存でありま

す。  

     以上により、現時点における平成22年２月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21

年４月13日付「平成21年２月期 決算短信」にて発表いたしました業績予想には変更なく、第２四半期累計期間

に関しましては売上高2,363百万円、営業損失12百万円、経常損失68百万円、当期純損失68百万円を、通期に関し

ましては売上高5,013百万円、営業利益142百万円、経常利益44百万円、当期純利益44百万円を見込んでおりま

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



①固定資産の減価償却の算定方法 

 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経過勘定項目の処理方法 

 重要な差異が生じないと認められるものについて、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によってお

ります。  

  

 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。 

         

          たな卸資産の評価に関する会計基準 

         通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、販売用不動産及び仕掛販売用不動産は、個別法によ

る原価法、貯蔵品は最終仕入原価法に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、販売用不動産及び仕掛販売

用不動産は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、貯蔵品は最終仕

入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

       これによる、損益に与える影響はありません。  

  

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



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 14,983 32,961

販売用不動産 2,484,433 3,211,444

その他 5,715 14,740

流動資産合計 2,505,133 3,259,147

固定資産   

有形固定資産 1,784 364

無形固定資産 1,628 1,680

投資その他の資産 15,619 18,235

固定資産合計 19,032 20,280

資産合計 2,524,166 3,279,427

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,028,539 2,460,415

短期借入金 1,411,651 1,537,927

1年内返済予定の長期借入金 1,203,016 1,333,925

未払金 697,837 683,065

未払法人税等 4,876 5,261

賞与引当金 3,046 1,518

その他 258,559 258,798

流動負債合計 5,607,527 6,280,912

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 2,519 5,018

退職給付引当金 13,602 13,240

その他 6,196 6,196

固定負債合計 122,317 124,454

負債合計 5,729,845 6,405,367

純資産の部   

株主資本   

資本金 687,153 687,153

資本剰余金   

資本準備金 603,153 603,153

資本剰余金合計 603,153 603,153

利益剰余金   

利益準備金 21,000 21,000

その他利益剰余金   

別途積立金 330,000 330,000

繰越利益剰余金 △4,849,387 △4,769,647



（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) 

利益剰余金合計 △4,498,387 △4,418,647

株主資本合計 △3,208,079 △3,128,340

新株予約権 2,400 2,400

純資産合計 △3,205,679 △3,125,940

負債純資産合計 2,524,166 3,279,427



（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 835,156

売上原価 727,335

売上総利益 107,820

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 39,509

販売手数料 22,064

給料及び賞与 35,367

賞与引当金繰入額 1,528

退職給付費用 362

その他 75,912

販売費及び一般管理費合計 174,744

営業損失（△） △66,923

営業外収益  

過年度営業費用戻入額 917

支払利息減免額 806

その他 109

営業外収益合計 1,833

営業外費用  

支払利息 33,907

融資手数料 162

その他 36

営業外費用合計 34,106

経常損失（△） △99,197

特別利益  

債務免除益 18,355

特別利益合計 18,355

税引前四半期純損失（△） △80,841

法人税、住民税及び事業税 237

過年度法人税等戻入額 △1,340

法人税等合計 △1,102

四半期純損失（△） △79,739



（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  

税引前四半期純損失（△） △80,841

減価償却費 131

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,528

退職給付引当金の増減額（△は減少） 362

債務免除益 △18,355

支払利息 33,907

たな卸資産の増減額（△は増加） 727,017

仕入債務の増減額（△は減少） △431,876

未払金の増減額（△は減少） △1,619

前受金の増減額（△は減少） △828

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,783

その他 △10,198

小計 245,010

利息の支払額 △3,040

法人税等の支払額 △6,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 235,970

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 △1,500

敷金及び保証金の回収による収入 2,305

その他 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー 744

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 10,000

短期借入金の返済による支出 △136,275

長期借入金の返済による支出 △128,408

配当金の支払額 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,977

現金及び現金同等物の期首残高 32,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,983



 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。 

  

        当社は、前事業年度末時点において債務超過となっております。最近の不動産市況の急激な悪化により、当第

１四半期会計期間において四半期純損失79百万円を計上いたしました。その結果、四半期貸借対照表の純資産が

3,205百万円の債務超過に至りました。このような状況のため、各金融機関に対して返済スケジュール及び建築

会社に対する支払スケジュールの見直しを要請したことなどから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。 

          以上のような状況を解消するために当社は、下記の改善策の実施を決定しております。 

        １．既存物件の販売方針と借入金等の返済方針  

           ① マンション分譲事業 

             マンション分譲事業については、現在、千葉県、茨城県及び神奈川県に貸借対照表上「販売用不動産」が

５物件（153戸）、2,212百万円計上されています。 

  当社としては、当初自社の営業人員40名体制でおおよそ1年間かけて全戸を販売し、借入金を返済するとい

う計画でした。しかし、販売の進捗状況が思わしくないことから販売価格の大幅な見直しやコスト削減のた

めの営業人員の大幅な削減を実施し、販売方針については自社の営業人員による販売だけでなく積極的に販

売会社の活用、そして卸売りにより早期に完売することに注力する計画であります。 

 また、金融機関及び建築会社への返済は通常マンション竣工後３ヶ月末を最終弁済期限としております

が、当第１四半期会計期間の販売状況に鑑み、順次金融機関及び建築会社とリスケジュール及びリファイナ

ンスを前提に新たに決済条件を決め、契約していく必要があります。現時点で債務を負っている金融機関は

戸建分譲事業も含め合計で11社、建築会社は８社であります。 

          ② 戸建分譲事業 

            戸建分譲事業においては「販売用不動産」が２物件、271百万円計上されております。販売方針はマンショ

ン分譲事業と基本的に同じ方針であります。 

        ２．新規物件について方針 

            マンション分譲事業における新規物件は、マンション事業用土地に関しては当面取得する予定はありませ

ん。 

 ただ、利回りのいい既存マンションの一棟売り、バルク売りを取得して、販売するなど機動性があり、採算

が合う物件に関しては意欲的に取り組む所存であります。 

 不動産投資開発事業における物件に関しても利回り採算の高い物件や、ある程度の客付けの見えた物件に

関してのみ取扱う方針であります。大型投資物件については、ジョイントによる仕入販売に取り組み、極力

リスクを軽減し、徹底した採算重視の方針を堅持していきます。 

 戸建分譲事業については新規の事業用土地の取得は現状リスクが高いため、仕入は停止しております。 

        ３．当社の財務戦略について 

             当社は当第１四半期会計期間末時点において債務超過であることから資本増強が急務であります。早期に

債務超過を解消するために、平成21年６月30日開催の取締役会でＪＲＦ投資事業有限責任組合を割当先とす

る第三者割当による新株式(金銭出資及び現物出資)及び新株予約権の発行を決議しております。 

 当社は、上記の第三者割当による新株予約権の発行及び今後新たな資金調達により毀損した資本を増強し

て財務体質の改善を進めていく計画でおります。 

          従って、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表は反映

していません。 

  

 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



「参考資料」 

前年同四半期に係る連結財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

  

科目 

前四半期末 
（平成21年２月期 
  第１四半期末） 

金額（千円） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金  448,327

２．たな卸資産   8,466,293

３．その他   145,880

   流動資産合計  9,060,411

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産  15,390

２．無形固定資産  1,912

  ３．投資その他の資産  205,166

   固定資産合計  222,468

 資産合計   9,282,879

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金   2,442,635

２．短期借入金   3,191,700

３．１年内返済予定長期 
  借入金  

 2,306,493

４．その他   825,459

 流動負債合計   8,766,288

Ⅱ 固定負債       

１．社債   100,000

２．長期借入金   87,099

３．その他   51,340

 固定負債合計   238,439

 負債合計   9,004,727



  

  

  

科目 

前四半期末 
（平成21年２月期 
  第１四半期末） 

金額（千円） 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金   626,160

２. 資本剰余金   542,160

３．利益剰余金   △900,704

 株主資本合計   267,615

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価 
  差額金  

   36

 評価・換算差額等合計     36

Ⅲ 新株予約権   10,500

 純資産合計   278,152

 負債、純資産合計   9,282,879



  

  

  

  

（２）（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前四半期 
（平成21年２月期 

第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高       2,030,040

Ⅱ 売上原価       1,839,718

 売上総利益       190,321

Ⅲ 販売費及び一般管理費      452,765

 営業損失(△)           △262,443

Ⅳ 営業外収益           947

Ⅴ 営業外費用       85,934

  経常損失(△)       △347,430

Ⅵ 特別利益        －

Ⅶ 特別損失       －

 税金等調整前四半期(当 
 期)純損失(△)  

     △347,430

 税金費用        △2,533

 四半期(当期)純損失 
 (△)  

      △344,897




