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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 4,187 ― 298 ― 311 ― 184 ―
21年2月期第2四半期 3,277 △17.5 255 20.0 170 11.8 90 2.3

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2四半期 122.22 ―
21年2月期第2四半期 61.37 60.69

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2四半期 8,474 1,754 20.7 1,164.07
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2四半期  1,754百万円 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２四半期末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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 10.00
22年2月期 

（予想）
― 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  
  平成21年10月７日、第２四半期累計期間の業績予想の修正を公表いたしましたが、通期については修正いたしておりません。 

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 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  

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） 

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2四半期 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2四半期  10,961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2四半期 1,513,538株 21年2月期第2四半期 1,477,208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．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、及び業績予想の内容は、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。 
２．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２四半期累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、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とした金融機関の慎重な融資姿勢や消費マインドの冷え込

みが不動産取引の低下を招き、依然厳しい市場環境になっております。 

 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86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148戸を引渡し、さらにインベストメント事業として２物件48戸

の決済を行いました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は売上高4,187,203千円、営業利益298,679千円、経常利益311,785千円、

四半期純利益184,988千円となりました。 

  

  

 当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に対して2,996,472千円減少の8,474,421千円となりました。

これは主にたな卸資産が2,404,403千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3,133,985千円減少の6,720,125千円となりました。これは主に支払手形が

2,490,200千円、短期借入金が657,488千円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に対して137,513千円増加の1,754,296千円となりました。これは主に利益剰余金が

139,450千円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２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資本」という。）は、前事業年度末に対して110,243

千円減少の658,067千円となりました。 

 「営業キャッシュ・フロー」は、432,454千円の収入となりました。主な要因は、たな卸資産の減少3,083,432千円

円及び支払手形の減少2,490,200千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、30,275千円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得30,255

千円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、512,423千円の支出となりました。主な要因は、短期借入金の借入・

返済による減少657,488千円及び社債発行による資金調達195,181千円によるものであります。  

    

 平成21年10月７日に第２四半期累計期間の業績予想についての修正を公表しましたが、通期予想については変更い

たしておりません。 

  

  

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
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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、個別法による原価法によっておりましたが、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２四半期累計期間の売上原価が197,688千円

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２四半期会計期間末 
(平成21年８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 658,067 768,310

販売用不動産 1,032,058 2,248,155

仕掛販売用不動産 6,536,382 7,724,689

その他 83,700 332,529

流動資産合計 8,310,207 11,073,685

固定資産   

有形固定資産 107,071 48,234

無形固定資産 2,423 2,571

投資その他の資産 54,719 346,402

固定資産合計 164,213 397,208

資産合計 8,474,421 11,470,894

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 2,490,200

工事未払金 29,802 123,218

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 －

未払法人税等 113,717 86,980

その他 140,650 286,828

流動負債合計 6,512,170 9,844,716

固定負債   

社債 172,000 －

その他 35,955 9,394

固定負債合計 207,955 9,394

負債合計 6,720,125 9,854,111

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 902,591 763,141

自己株式 △4,721 △38

株主資本合計 1,751,469 1,616,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,826 80

評価・換算差額等合計 2,826 80

純資産合計 1,754,296 1,616,783

負債純資産合計 8,474,421 11,470,894
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,187,203

売上原価 3,480,085

売上総利益 707,118

販売費及び一般管理費 408,439

営業利益 298,679

営業外収益  

違約金収入 69,358

その他 371

営業外収益合計 69,729

営業外費用  

支払利息 49,341

その他 7,281

営業外費用合計 56,623

経常利益 311,785

税引前四半期純利益 311,785

法人税、住民税及び事業税 110,944

法人税等調整額 15,851

法人税等合計 126,796

四半期純利益 184,988
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 311,785

減価償却費 1,505

受取利息及び受取配当金 △174

違約金収入 △66,878

支払利息 49,341

社債発行費 4,819

売上債権の増減額（△は増加） 152,607

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,083,432

出資金の増減額（△は増加） △323,758

前払費用の増減額（△は増加） 22,148

支払手形の増減額（△は減少） △2,490,200

工事未払金の増減額（△は減少） △93,416

未払金の増減額（△は減少） △98,964

未払費用の増減額（△は減少） △1,785

前受金の増減額（△は減少） △119,098

その他 133,509

小計 564,874

利息及び配当金の受取額 174

利息の支払額 △48,685

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 432,454

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 △30,255

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 △30,275

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

自己株式の取得による支出 △4,745

配当金の支払額 △45,370

財務活動によるキャッシュ・フロー △512,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △110,243

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 658,067
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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 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,277,734  100.0

Ⅱ 売上原価        2,549,118  77.8

売上総利益        728,616  22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        473,487  14.4

営業利益        255,128  7.8

Ⅳ 営業外収益        4,010  0.1

Ⅴ 営業外費用        89,021  2.7

経常利益        170,117  5.2

Ⅵ 特別損失        16,765  0.5

税引前中間純利益        153,352  4.7

法人税、住民税及び事業税  63,718            

法人税等調整額  △1,020  62,698  1.9

中間純利益        90,654  2.8

        

－ 9 －



  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年３月１日 
至 平成20年８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      

税引前中間純利益  153,352

減価償却費      1,439

受取利息及び受取配当金    △1,290

支払利息  65,882

株式交付費   2,442

投資有価証券評価損  16,765

売上債権の増減額（△増加額）  230,000

たな卸資産の増減額（△増加額）  △2,106,306

匿名組合出資金の増減額（△増加額）  412,361

出資金の増減額（△増加額）  △605,843

前払費用の増減額（△増加額）  153,457

支払手形の増減額（△減少額）  970,480

工事未払金の増減額（△減少額）  675,967

未払金の増減額（△減少額）  7,962

未払費用の増減額（△減少額）  1,517

前受金の増減額（△減少額）  △34,795

その他  △101,564

小計  △158,172

利息及び配当金の受取額  1,290

利息の支払額  △66,820

法人税等の支払額  △144,921

営業活動によるキャッシュ・フロー  △368,623

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

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  △106,139

敷金・保証金の返還による収入  3,250

投資活動によるキャッシュ・フロー  △103,009

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  2,940,000

短期借入金の返済による支出  △2,136,000

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  △69,426

財務活動によるキャッシュ・フロー  911,492

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  439,859

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中間期末残高  788,056
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（1) 販売の状況 

    当第２四半期累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２四半期累計期間 

 （自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

 金 額（千円）  構成比（％） 

  デベロップメント事業            1,428,487           34.1 

  リセール事業            2,702,803           64.6 

  インベストメント事業              43,670            1.0 

  そ の 他              12,243               0.3 

 合 計            4,187,203           100.0 
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