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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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5月期第2四半期 15,762 69.5 813 54.9 654 78.2 215 6.0
21年5月期第2四半期 9,299 ― 525 ― 367 ― 203 ―

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5月期第2四半期 14,687.30 ―

21年5月期第2四半期 13,767.82 ―

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5月期第2四半期 16,903 3,572 21.0 241,258.21
21年5月期 19,073 3,365 17.6 228,283.15

（参考） 自己資本  22年5月期第2四半期  3,547百万円 21年5月期  3,356百万円

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

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5月期 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00
22年5月期 ― 0.00

22年5月期 
（予想）

― 6,000.00 6,000.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 30,079 52.5 1,371 120.1 948 202.9 446 265.6 30,333.95



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 

現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と
大きく異なる可能性があります。 

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5月期第2四半期 14,800株 21年5月期 14,800株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期 97株 21年5月期 97株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 14,703株 21年5月期第2四半期 14,800株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコポイント制度などの経済対策により一部の企業において

業績回復がみられたものの、輸出産業を中心に企業業績の低迷が続いており、先行きに対しては予断を許さない状

況で推移しました。 

不動産業界においては、所得環境や雇用情勢の悪化を背景に、新設住宅着工戸数が前年比で大きく落ち込むなど

厳しい環境となりました。 

このような状況下、当グループは販売活動に積極的に取り組むとともに、コストダウンによる収益力の向上及び

資金回収期間の短縮に取り組んでまいりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 住宅事業 

一次取得者層の需要に支えられるとともに、コストダウンによる収益力の向上及び資金回収期間の短縮への

取り組みの効果が顕在化し、利益率が上昇しました。その結果、売上高は10,857百万円(前年同期比46.5％

増)、営業利益は560百万円(前年同期比77.3％増)となりました。 

② 都市事業 

名古屋地域において収益型不動産を販売したことを主な要因として、売上高は4,924百万円(前年同期比

159.8％増)、営業利益は460百万円(前年同期比10.1％増)となりました。 

所在地別セグメントの業績については、当第２四半期連結累計期間において、在外子会社及び在外支店がないた

め記載しておりません。 

一方、当グループの都市事業における生活関連ビジネスの一環として運営する商業施設で、当初の事業計画を下

回る状況が継続しており、固定資産に減損の兆候がみられたため固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失172百万円を特別損失に計上しました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は15,762百万円(前年同期比69.5％増)、営業利益は813百万円(前

年同期比54.9％増)、経常利益は654百万円(前年同期比78.2％増)、四半期純利益は215百万円(前年同期比6.0％増)

となりました。 

   

① 資産 

資産合計は、たな卸資産の減少を主な要因として、前連結会計年度末と比較して2,169百万円減少し、16,903

百万円となりました。 

② 負債 

負債合計は、たな卸資産の売却に伴う借入金の減少等を主な要因として、前連結会計年度末と比較して2,376

百万円減少し、13,331百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産合計は、利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度末と比較して206百万円増加し、3,572百

万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が474百万円

(前年同期比30.4％増)、たな卸資産の減少による収入が2,366百万円(前年同期は732百万円の支出)となったこと

を主な要因として3,283百万円の収入(前年同期は981百万円の支出)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得等により176百万円の支出(前年同期は

267百万円の収入)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が借入れによる収入を上回ったこと等によ

り、2,625百万円の支出(前年同期は168百万円の収入)となりました。 

以上の結果により、現金及び現金同等物は482百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は2,409百万円

(前年同期比6.7％増)となりました。 

  

平成22年５月期の通期業績予想につきましては、平成21年７月17日発表の予想より変更しておりません。  

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

ａ 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計上する

方法によっております。 

ｂ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

但し、平成21年５月31日以前に着手した工事契約については、工事完成基準を適用しております。 

この変更により、損益に与える影響はありません。 

  

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）

(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

(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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,409,354 1,927,118

完成工事未収入金 9,683 13,765

売掛金 55,573 60,518

販売用不動産 5,406,785 7,027,303

仕掛販売用不動産 4,357,840 4,996,855

商品 5,727 7,399

未成工事支出金 1,089,315 1,187,882

原材料 39,432 46,546

その他 427,390 472,252

流動資産合計 13,801,103 15,739,642

固定資産   

有形固定資産 2,770,212 2,992,774

無形固定資産 106,436 123,233

投資その他の資産 226,166 218,228

固定資産合計 3,102,815 3,334,236

資産合計 16,903,918 19,073,879

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,368,252 1,321,942

買掛金 97,956 56,596

1年内償還予定の社債 228,000 28,000

短期借入金 4,700,590 5,582,745

1年内返済予定の長期借入金 1,762,510 2,603,858

未払法人税等 273,475 170,485

賞与引当金 15,366 3,505

完成工事補償引当金 79,900 77,800

その他 636,946 618,942

流動負債合計 9,162,997 10,463,875

固定負債   

社債 30,000 244,000

長期借入金 3,496,987 4,352,306

退職給付引当金 5,916 6,052

役員退職慰労引当金 96,050 92,750

その他 539,620 549,195

固定負債合計 4,168,573 5,244,304

負債合計 13,331,571 15,708,180



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,125 279,125

資本剰余金 269,495 269,495

利益剰余金 3,008,763 2,817,810

自己株式 △9,449 △9,449

株主資本合計 3,547,933 3,356,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △713 △533

評価・換算差額等合計 △713 △533

少数株主持分 25,128 9,251

純資産合計 3,572,347 3,365,698

負債純資産合計 16,903,918 19,073,879



(2) 四半期連結損益計算書 
 (第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 9,299,904 15,762,344

売上原価 7,864,101 13,891,535

売上総利益 1,435,803 1,870,809

販売費及び一般管理費 910,223 1,056,938

営業利益 525,579 813,870

営業外収益   

受取利息 775 118

受取手数料 4,387 7,000

その他 9,956 7,347

営業外収益合計 15,119 14,466

営業外費用   

支払利息 159,027 126,210

資金調達費用 － 37,903

その他 14,124 9,418

営業外費用合計 173,152 173,532

経常利益 367,546 654,804

特別損失   

固定資産除却損 3,899 8,081

減損損失 － 172,513

特別損失合計 3,899 180,594

税金等調整前四半期純利益 363,647 474,209

法人税等 141,104 242,385

少数株主利益 18,779 15,876

四半期純利益 203,763 215,947



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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利益 363,647 474,209

減価償却費 84,994 141,074

減損損失 － 172,513

のれん償却額 12,844 12,844

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,900 －

受取利息及び受取配当金 △1,723 △1,001

支払利息 159,027 126,210

売上債権の増減額（△は増加） 5,425 9,025

たな卸資産の増減額（△は増加） △732,615 2,366,886

仕入債務の増減額（△は減少） △84,686 90,765

その他 △197,612 183,464

小計 △416,597 3,575,992

利息及び配当金の受取額 1,723 1,001

利息の支払額 △156,718 △126,586

法人税等の支払額 △409,890 △166,434

営業活動によるキャッシュ・フロー △981,482 3,283,972

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 △306,653 △143,128

有形固定資産の売却による収入 587,984 －

その他 △14,043 △33,285

投資活動によるキャッシュ・フロー 267,288 △176,413

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 6,379,950 5,389,332

短期借入金の返済による支出 △6,827,027 △6,271,487

長期借入れによる収入 1,781,150 574,600

長期借入金の返済による支出 △1,012,357 △2,271,267

社債の償還による支出 △14,000 △14,000

リース債務の返済による支出 － △7,534

配当金の支払額 △139,685 △24,966

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,030 △2,625,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △546,163 482,235

現金及び現金同等物の期首残高 2,804,627 1,927,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,258,463 2,409,354



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

 (注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

(2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売、ゴルフ場サ

ービスの提供、生活関連サービスの提供 

  

在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため、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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
住宅事業 
(千円) 

都市事業
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  7,405,828  1,894,076  9,299,904  －  9,299,904

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,217  1,703  5,921 (5,921)  －

計  7,410,045  1,895,780  9,305,825 (5,921)  9,299,904

営業利益  316,370  418,484  734,854 (209,274)  525,579

  
住宅事業 
(千円) 

都市事業
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  10,857,021  4,905,323  15,762,344  －  15,762,344

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 596  18,880  19,476 (19,476)  －

計  10,857,617  4,924,204  15,781,821 (19,476)  15,762,344

営業利益  560,886  460,673  1,021,560 (207,689)  813,870

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況 

当グループの都市事業は、生産及び受注の形態をとらないため、生産実績及び受注実績を金額或いは数量で記載し

ておりません。 

(1) 生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

 当第２四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業のうち中古不動産の販売については、事業の性質上、上記には含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれてお

りません。 

３ 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

   

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

住宅事業  10,062,355  57.3

合計  10,062,355  57.3

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高 受注残高 

数量(戸) 金額(千円)
前年同四半期

比(％) 
数量(戸) 金額(千円) 

前年同四半期
比(％) 

住宅事業  286  11,036,485  88.0  52  1,875,009  118.9

合計  286  11,036,485  88.0  52  1,875,009  118.9

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同四半期比(％)

住宅事業  255  10,857,021  46.6

都市事業  －  4,905,323  159.0

合計  255  15,762,344  69.5

相手先 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成20年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ケネディクス不動産投資法人  －  －  3,550,000  22.5
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