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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年9月30日） 

（注） 21年6月期第1四半期の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、平成21年7月1日付で実施しました株式分
割を勘案しておりません。詳細については、3ページ「株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

(2) 財政状態 

（注） 21年6月期第1四半期の1株当たり純資産については、平成21年7月1日付で実施しました株式分割を勘案しておりません。詳細については、3ページ
「株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。  

(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6月期第1四半期 2,917 52.4 △6 ― △42 ― △40 ―
21年6月期第1四半期 1,914 ― 185 ― 141 ― 79 ―

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6月期第1四半期 △1,205.23 ―
21年6月期第1四半期 4,575.40 4,491.91

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6月期第1四半期 6,807 641 9.4 18,877.78
21年6月期 8,758 716 8.2 42,157.40

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  641百万円 21年6月期  716百万円

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  
（注）２ 21年6月期末の配当金については、平成21年7月1日付で実施しました株式分割を勘案しておりません。詳細については、3ページ「株式分割に伴う
遡及修正値」をご覧ください。 
（注）３ 21年6月期の配当原資には、資本剰余金が含まれてます。詳細は、3ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

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6月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想） 0.00 ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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

7,800 165.1 110 ― 35 ― 34 ― 1,000.00

通期 11,500 23.1 265 ― 115 ― 113 ― 3,323.53
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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、5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、5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 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6月期第1四半期 35,016株 21年6月期  17,508株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,016株 21年6月期  508株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 34,000株 21年6月期第1四半期 17,403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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
5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。 
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株式分割に伴う遡及修正値 

当社は、平成21年7月1日付で普通株式１株につき２株の株式分割を実施しました。当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報及び普通株式１株当たり配当金は以下のとおりです。 

 
  

 
  

 
  

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

21年6月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
(注) 純資産減少割合 0.048 

  

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1四半期 2,287 70 2,245 95

１株当たり純資産

円 銭

21年6月期 21,078 70

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6月期 － 0 00 － 1,000 00 1,000 00

期末

１株当たり配当金 2,000円00銭

配当金総額 34百万円
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当第１四半期におけるわが国経済は、衆議院総選挙をはさみ、政権交代の行く先を静観する姿勢が金融

機関をはじめとする、ほぼ全ての業界や行政においてみられ、経済は停滞いたしました。米国経済の一部

回復感と国内株式の上昇はあったものの、実体経済はかすかな回復基調の兆しをみせるに留まり、雇用不

安のなか個人消費は回復せず、物価は下落を続けているなど、デフレスパイラルへの危惧さえみられてお

り、依然景気の先行きは不透明な情勢であります。  

 当社の事業領域であります不動産業におきましては、エンドユーザーの購買意欲こそ堅調なものの、金

融機関等による企業に対する新規融資の厳格化や個人に対する住宅ローンの融資停滞等、事業環境は依然

として厳しい状況が続いております。また、景気動向の不透明さにより流通する不動産物件が激減する傾

向を見せております。 

 このような事業環境にありまして、当社は当事業年度をリスタートの年度と位置づけておりますが、当

第１四半期におきましては、ワンルーム販売会社への契約済１棟販売にもとづく戸別売上計上５物件にお

いて、１物件は全戸売上計上をすることができましたが、４物件については完売を達成するには至りませ

んでした。また、他社開発のファミリーマンションの新築残戸買取再販事業においては、物件不足のな

か、８月には新規に完成物件１物件（23戸）並びに工事途中物件１物件（24戸）を購入し工事を再開させ

ることにより、当第２四半期以降の売上実現に向けて営業活動中であります。  

 この結果、当第１四半期会計期間における当社の業績は、売上高2,917万円（前年同四半期比52.4％

増）、営業損失６百万円（前年同四半期は営業利益185百万円）、経常損失42百万円（前年同四半期は経

常利益141百万円）、四半期純損失40百万円（前年同四半期は四半期純利益79百万円）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５棟（145戸、内４棟はワンルーム販売会社等との戸別決済による97

戸)、事業用地の販売１件により、売上高2,609百万円（前年同四半期比37.5％増）となりました。  

（その他不動産事業）  

 新築残戸買取再販事業１物件（９戸）のエンドユーザー向け販売による275百万円のほか、不動産賃貸

業等により、売上高308百万円（前年同四半期比1,845.0％増）となりました。  

  

当四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ1,950百万円減少し、6,807百万円となりました。こ

れは主として現金及び預金が465百万円並びに仕掛販売用不動産及び販売用不動産（自社開発物件）が

2,032百万円減少した一方、新築残戸物件等の購入に伴い販売用不動産（他社開発物件）が565百万円増加

したことによるものであります。  

 負債は、前期末に比べ1,875百万円減少し、6,165百万円となりました。これは主として１年内返済予定

の長期借入金1,424百万円及び買掛金が895百万円減少した一方、短期借入金が410百万円増加したことに

よるものであります。  

 純資産は、前期末に比べ74百万円減少し、641百万円となりました。これは、資本準備金の取崩等によ

り資本剰余金が472百万円減少した一方、欠損補填のために資本剰余金の振替により利益剰余金が438百万

円増加したことと、四半期純損失を40百万円計上したことによるものであります。  

・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

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 
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当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471百万円

減少し、535百万円となりました。    

（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、586百万円となり、前年同四半期と比べて36百万円（6.6％）の増加と

なりました。 これは主に、買掛金が減少した一方で、たな卸資産は不動産開発物件の販売等により大幅

に減少したこと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）                 

 投資活動により支出した資金は、５百万円となり、前年同四半期と比べて33百万円（86.3％）の減少と

なりました。 これは主に、定期預金の預入による支出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、1,052百万円となり、前年同四半期と比べて706百万円（40.2％）の減

少となりました。これは主に、不動産開発事業に関する借入金の返済を行ったことによるものでありま

す。  

  

平成21年６月期決算発表時（平成21年８月13日）に発表した業績予想について、第２四半期累計期間及

び通期とも現時点では変更はありません。 

  

固定資産の減価償却の算定方法  

当第１四半期会計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、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。  

  

該当事項はありません。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

3. 業績予想に関する定性的情報

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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 563,282 1,028,673

販売用不動産 2,803,888 3,990,917

仕掛販売用不動産 2,912,036 3,191,387

貯蔵品 3,128 172

その他 110,181 126,560

流動資産合計 6,392,518 8,337,711

固定資産   

有形固定資産 232,537 233,055

無形固定資産 30,470 32,481

投資その他の資産   

その他 169,304 171,890

貸倒引当金 △17,000 △16,610

投資その他の資産合計 152,304 155,280

固定資産合計 415,312 420,817

資産合計 6,807,830 8,758,529

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,104,744 1,999,957

短期借入金 560,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 3,830,160 5,255,060

未払法人税等 433 －

賞与引当金 8,205 －

その他 262,127 228,292

流動負債合計 5,765,671 7,633,309

固定負債   

長期借入金 395,250 403,665

その他 5,065 4,879

固定負債合計 400,315 408,544

負債合計 6,165,986 8,041,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 603,187 603,187

資本剰余金 97,308 570,044

利益剰余金 △39,601 △437,359

自己株式 △19,795 △19,795

株主資本合計 641,098 716,076

新株予約権 746 599

純資産合計 641,844 716,675

負債純資産合計 6,807,830 8,758,529
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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)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,914,130 2,917,905

売上原価 1,525,137 2,734,981

売上総利益 388,992 182,923

販売費及び一般管理費 203,075 189,192

営業利益又は営業損失（△） 185,916 △6,269

営業外収益   

受取利息 2,499 128

保険解約返戻金 － 199

その他 627 4

営業外収益合計 3,127 332

営業外費用   

支払利息 47,503 32,145

その他 145 4,482

営業外費用合計 47,648 36,628

経常利益又は経常損失（△） 141,396 △42,564

特別利益   

固定資産売却益 － 573

特別利益合計 － 573

特別損失   

投資有価証券評価損 3,530 －

特別損失合計 3,530 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 137,866 △41,991

法人税、住民税及び事業税 71,348 72

法人税等調整額 △13,109 △1,086

法人税等合計 58,239 △1,014

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,626 △40,977
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30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又は税引前四半期純損失
（△）

137,866 △41,991

減価償却費 8,919 5,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 390

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,299 8,205

投資有価証券評価損益（△は益） 3,530 －

固定資産売却損益（△は益） － △573

受取利息及び受取配当金 △2,499 △128

支払利息 47,503 32,145

たな卸資産の増減額（△は増加） 739,971 1,463,423

仕入債務の増減額（△は減少） △259,419 △895,212

その他 △101,214 36,886

小計 590,955 608,550

利息及び配当金の受取額 2,499 128

利息の支払額 △43,120 △22,547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △448 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 549,886 586,105

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 △6,000 △6,000

定期預金の払戻による収入 6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △18,563 △3,445

有形固定資産の売却による収入 － 1,315

無形固定資産の取得による支出 △15,766 －

敷金及び保証金の差入による支出 △4,306 －

敷金及び保証金の回収による収入 96 2,800

その他 △330 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,870 △5,329

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） △181,500 410,000

長期借入れによる収入 131,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,634,215 △1,433,315

自己株式の取得による支出 △11,722 －

配当金の支払額 △62,076 △28,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,758,513 △1,052,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,247,497 △471,390

現金及び現金同等物の期首残高 2,189,085 1,006,673

現金及び現金同等物の四半期末残高 941,588 535,282
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当第１四半期会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

   （単位：千円） 

 
※ 平成21年９月に資本準備金を取り崩し、繰越利益剰余金の欠損を全額補填いたしました。 

 
  

  

  

 (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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前事業年度末残高 603,187 570,044 △437,359 △19,795 716,076

当第１四半期会計期間末までの変動
額

 繰越利益剰余金の欠損補填※ △438,735 438,735

 剰余金の配当 △34,000 △34,000

 四半期純損失 △40,977 △40,977

当第１四半期会計期間末までの変動
額合計

△472,735 397,757 △74,977

当第１四半期会計期間末残高 603,187 97,308 △39,601 △19,795 641,098

 (6) 重要な後発事象

当第１四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）

 第三者割当増資 

  平成21年10月27日開催の臨時取締役会において、次のとおり第三者割当増資を行うことを決議いたしました。な

お、募集の条件どおり、11月12日に全額払込は完了しております。

 (1)募集株式の種類及び数        普通株式 9,270株 

 (2)募集株式の払込金額         １株につき金21,984円 

 (3)募集株式の払込金額の総額      203,791千円 

 (4)増加する資本金額          １株につき金10,992円 

 (5)増加する資本準備金額        １株につき金10,992円 

 (6)申込期間              平成21年11月12日 

 (7)払込期日              平成21年11月12日 

 (8)割当先及び割当株数          

  ①Prospect Japan Fund Limited    4,375株 

  ②Permal Long Funds - Japan Fund   4,375株 

  ③株式会社明和住販           520株 

 (9)株式の払込を取扱う銀行及びその取扱場所 

   株式会社りそな銀行 新宿支店  東京都新宿区新宿３丁目２番１号 

 (10)資金の使途 

    全て事業資金として、ファミリーマンション等の買取再販事業においていち早く機動的に購入を可能とする 

   ことを目的として、新規物件の買取のための手付金等に充当
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