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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 4,564 ― 286 ― 255 ― 151 ―
21年2月期第3四半期 4,033 △13.9 183 △65.5 59 △84.8 4 △98.0

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3四半期 100.35 ―
21年2月期第3四半期 3.06 3.04

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3四半期 8,948 1,697 19.0 1,137.52
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3四半期  1,697百万円 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
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   

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3四半期 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3四半期  25,961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3四半期 1,508,824株 21年2月期第3四半期 1,490,686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法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 
  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３四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、一連の経済政策や金融安定化策等の景気対策により、輸出品の生産や個人消費等に一部持ち直しの兆しがみ

られるようになりました。しかし、雇用環境の改善には至らず、景気は依然として先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

  不動産業界におきましては、住宅ローン減税や環境配慮型住宅への補助金制度等が実施されましたが、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迷を招き、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98戸、

リセール事業として再販マンション及び宅地等６物件177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３四半期累計期間の業績は、売上高4,564,471千円、営業利益286,188千円、経常利益255,586千

円、四半期純利益151,411千円となりました。 

  

  

 当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に対して2,522,246千円減少の8,948,647千円となりました。

これは主にたな卸資産の減少1,940,707千円及び出資金の減少303,318千円によるものであります。 

 負債は、前事業年度末に対して2,602,680千円減少の7,251,430千円となりました。これは主に支払手形の減少によ

るものであります。  

 純資産は、前事業年度末に対して80,433千円増加の1,697,216千円となりました。これは主に四半期純利益の計上

によるものであります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累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95,339千

円減少の672,971千円となりました。  

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、178,413千円の支出となりました。主な要因は、たな卸資産の減少

2,619,736千円、支払手形の減少2,490,200千円、工事未払金及び未払金の減少217,339千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、土地の取得によるもの

であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、113,348千円の収入となりました。主な要因は、社債の発行による収

入195,181千円及び配当金の支払59,492千円によるものであります。 

  

  

 平成21年10月14日に公表しました業績予想から修正は行っておりません。   

  

  

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３四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３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 672,971 768,310

販売用不動産 765,079 2,248,155

仕掛販売用不動産 7,267,057 7,724,689

その他 81,833 332,529

流動資産合計 8,786,942 11,073,685

固定資産   

有形固定資産 106,462 48,234

無形固定資産 2,348 2,571

投資その他の資産 52,894 346,402

固定資産合計 161,705 397,208

資産合計 8,948,647 11,470,894

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 2,490,200

工事未払金 8,137 123,218

短期借入金 6,285,000 4,057,488

1年内返済予定の長期借入金 － 2,800,000

1年内償還予定の社債 28,000 －

未払法人税等 － 86,980

その他 156,363 286,828

流動負債合計 6,477,500 9,844,716

固定負債   

社債 158,000 －

長期借入金 581,000 －

その他 34,929 9,394

固定負債合計 773,929 9,394

負債合計 7,251,430 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 853,943 763,141

自己株式 △11,771 △38

株主資本合計 1,695,772 1,616,702

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,444 80

評価・換算差額等合計 1,444 80

純資産合計 1,697,216 1,616,783

負債純資産合計 8,948,647 11,470,894
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 4,564,471

売上原価 3,768,583

売上総利益 795,887

販売費及び一般管理費 509,699

営業利益 286,188

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 81,108

その他 19,222

営業外費用合計 100,331

経常利益 255,586

税引前四半期純利益 255,586

法人税、住民税及び事業税 79,009

法人税等調整額 25,165

法人税等合計 104,175

四半期純利益 151,411
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３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  

税引前四半期純利益 255,586

減価償却費 2,257

受取利息及び受取配当金 △175

違約金収入 △66,878

支払利息 81,108

社債発行費 4,819

売上債権の増減額（△は増加） 152,742

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,619,736

出資金の増減額（△は増加） △323,758

前渡金の増減額（△は増加） 18,000

前払費用の増減額（△は増加） 7,322

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） △115,081

未払金の増減額（△は減少） △102,258

未払費用の増減額（△は減少） △2,797

前受金の増減額（△は減少） △110,490

その他 144,855

小計 74,789

利息及び配当金の受取額 175

利息の支払額 △79,328

法人税等の支払額 △174,050

営業活動によるキャッシュ・フロー △178,413

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 3,800,000

短期借入金の返済による支出 △1,572,488

長期借入れによる収入 576,000

長期借入金の返済による支出 △2,800,000

社債の発行による収入 195,181

社債の償還による支出 △14,000

自己株式の取得による支出 △11,851

配当金の支払額 △59,492

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,339

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 672,971
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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 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,033,320

Ⅱ 売上原価  3,274,336

売上総利益  758,984

Ⅲ 販売費及び一般管理費  575,582

営業利益  183,401

Ⅳ 営業外収益  4,357

Ⅴ 営業外費用  128,453

   経常利益     59,306

Ⅵ 特別利益  100

Ⅶ 特別損失  16,765

税引前四半期純利益   42,640

税金費用   38,074

四半期純利益   4,566
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前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30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３四半期） 

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   42,640

減価償却費  2,334

受取利息及び受取配当金  △1,292

支払利息  104,297

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）  △3,177,433

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）  △596,318

前渡金の増減額（△増加額）  △30,000

前払費用の増減額（△増加額）  149,150

工事未払金の増減額（△減少額）  15,705

未払金の増減額（△減少額）  19,038

未払費用の増減額（△減少額）  1,566

前受金の増減額（△減少額）  23,010

その他  △183,652

小計  △2,969,382

利息及び配当金の受取額  1,292

利息の支払額  △96,716

法人税等の支払額  △238,589

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,303,396

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  △106,439

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  △103,309

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  6,240,000

短期借入金の返済による支出  △2,160,144

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  △112,446

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,144,328

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

 737,622

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  1,085,819
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(1) 販売の状況 

  当第３四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３四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日  至 平成21年11月30日） 

金 額（千円）  構成比（％） 

 デベロップメント事業          1,539,372           33.7 

 リセール事業          2,965,178           65.0 

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

 そ の 他            16,250            0.3 

 合 計          4,564,471            100.0 

－ 11 －
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