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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31日） 

(注) 21年6月期第2四半期の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2四半期 7,540 156.2 108 ― 43 ― 44 ―
21年6月期第2四半期 2,942 ― △359 ― △446 ― △276 ―

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2四半期 1,228.60 1,218.55
21年6月期第2四半期 △15,956.61 ―

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2四半期 4,268 911 21.3 21,447.08
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2四半期  910百万円 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います。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 ― 0.00
22年6月期 

（予想） ― 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 11,500 23.1 265 ― 115 ― 113 ― 3,323.53

1



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2四半期 44,286株 21年6月期  17,508株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  1,832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2四半期 36,347株 21年6月期第2四半期 17,314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等について
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下さい。 
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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２四半期 △7,978 31 －

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２四半期におけるわが国経済は、景気の急速な減速局面は終息感を見せ始め、株価も底入れしたも

のの、政権交代を挟んで景気の先行き不透明感は変わらず、一層厳しさをみせる雇用環境とデフレスパイ

ラルに陥ろうとする環境下で、企業の設備投資や個人消費は依然として低迷した状態が続いております。 

 当社の事業領域であります不動産業界におきましては、住宅実需市場において物件価格の調整が進み、

住宅ローン減税拡充等の施策により特に戸建分譲市場では、市況回復の兆しが見え始めているものの、急

激な信用収縮に陥った金融機関の不動産業界に対する新規融資の厳格化が続いており、 も毀損が大きか

ったオフィス物件はもとより、不動産業界の本格的回復にはいましばらく時間がかかると思われます。ま

た、レジデンス物件においても新規着工件数の減少とスローペースで進捗する不良債権処理により、完成

物件を中心に不動産流通物件全体が極度に少なくなっております。  

 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開始年度と位置づけ、金融機関の新

規融資をいち早く獲得し、本業復帰を果たすことを目的に、前事業年度（平成21年６月期）において掲げ

た４つの方針（①新規プロジェクトの中止 ②着工前プロジェクトの凍結 ③着工済み並びに竣工済み開

発物件の完売 ④営業部の組成によるファミリーマンションの買取再販事業の立上げ）の実施による大幅

な赤字計上を断行した結果、棚卸在庫の徹底的な評価の洗い替えによる不良資産の一掃と債務の圧縮をす

ることができました。この前事業年度の経営戦略を踏まえ、当社は当第２四半期において２億円強の第三

者割当増資による財務体質の強化を図るとともに、当第２四半期累計期間において前事業年度の方針を

粛々と進めることにより、ワンルーム販売会社等への契約済１棟販売にもとづく６物件について完売を達

成し、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も、１物件については完売を達成しており

ます。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高7,540百万円（前年同四半期比

156.2％増）、営業利益108百万円（前年同四半期は営業損失359百万円）、経常利益43百万円（前年同四

半期は経常損失446百万円）、四半期純利益44百万円（前年同四半期は四半期純損失276百万円）と黒字転

換を果たすことができました。 

 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７棟（410戸、内６棟はワンルーム販売会社等との戸別決済267戸)、

事業用地の販売１物件により、売上高6,652百万円（前年同四半期比174.2％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２物件（22戸）のエンドユーザー向け販売による836百万円のほか、不動産賃貸

業等により、売上高887百万円（前年同四半期比71.9％増）となりました。  

  

 当第２四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ4,490百万円減少し、4,268百万円となりまし

た。これは主として仕掛販売用不動産及び販売用不動産（自社開発物件）が4,636百万円減少した一方、

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235百万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4,684百万円減少し、3,357百万円となりました。これは主として１年内返済予定

・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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の長期借入金及び長期借入金が3,174百万円並びに買掛金が1,649百万円減少した一方、短期借入金が94百

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194百万円増加し、911百万円となりました。これは主として第三者割当増資に

伴い資本金、資本準備金がそれぞれ101百万円増加したことや、四半期純利益を44百万円計上した一方、

資本剰余金を配当原資とする配当や自己株式の取得に伴い株主資本が減少したことによるものでありま

す。   

  

当第２四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41百万

円減少し、964百万円となりました。    

（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、2,906百万円（前年同四半期比423.9％増）となりました。 これは主

に、買掛金が1,649百万円減少した一方で、税引前四半期純利益を44百万円計上したことや、不動産開発

物件の販売等によりたな卸資産が4,381百万円と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、９百万円（前年同四半期は投資活動により獲得した資金33百万円）と

なりました。 これは主に、定期預金の預入による支出10百万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）                  

 財務活動により支出した資金は、2,938百万円（前年同四半期比58.6％増）となりました。これは主

に、不動産開発事業に関する長期借入金の返済を3,354百万円行った一方で、新規の長期借入金による180

百万円及び第三者割当増資の実行に伴い194百万円の収入があ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）に発表した通期の業績予想について、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２四半期累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２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 996,696 1,028,673

販売用不動産 1,274,333 3,990,917

仕掛販売用不動産 1,507,061 3,191,387

貯蔵品 19,562 172

その他 65,361 126,560

流動資産合計 3,863,015 8,337,711

固定資産   

有形固定資産 228,937 233,055

無形固定資産 28,459 32,481

投資その他の資産   

その他 165,024 171,890

貸倒引当金 △17,000 △16,610

投資その他の資産合計 148,024 155,280

固定資産合計 405,420 420,817

資産合計 4,268,436 8,758,529

負債の部   

流動負債   

買掛金 350,294 1,999,957

短期借入金 244,700 150,000

1年内返済予定の長期借入金 2,433,660 5,255,060

未払法人税等 1,878 －

その他 270,418 228,292

流動負債合計 3,300,951 7,633,309

固定負債   

長期借入金 50,835 403,665

その他 5,230 4,879

固定負債合計 56,065 408,544

負債合計 3,357,016 8,041,853

純資産の部   

株主資本   

資本金 705,083 603,187

資本剰余金 199,204 570,044

利益剰余金 46,032 △437,359

自己株式 △39,806 △19,795

株主資本合計 910,514 716,076

新株予約権 905 599

純資産合計 911,420 716,675

負債純資産合計 4,268,436 8,758,529
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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)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,942,461 7,540,037

売上原価 2,892,425 7,050,478

売上総利益 50,036 489,558

販売費及び一般管理費 409,842 380,789

営業利益又は営業損失（△） △359,805 108,768

営業外収益   

受取利息 2,600 131

保険解約返戻金 1,460 4,008

投資事業組合運用益 798 2,077

その他 2,104 740

営業外収益合計 6,964 6,958

営業外費用   

支払利息 90,633 55,752

株式交付費 － 9,240

その他 3,194 7,262

営業外費用合計 93,827 72,254

経常利益又は経常損失（△） △446,669 43,472

特別利益   

固定資産売却益 － 573

投資有価証券売却益 1,322 －

特別利益合計 1,322 573

特別損失   

投資有価証券評価損 10,000 －

投資有価証券売却損 3,664 －

特別損失合計 13,664 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △459,012 44,045

法人税、住民税及び事業税 15,147 475

法人税等調整額 △197,880 △1,086

法人税等合計 △182,732 △611

四半期純利益又は四半期純損失（△） △276,279 44,656
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12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又は税引前四半期純損失
（△）

△459,012 44,045

減価償却費 18,390 11,015

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） 3,570 －

株式交付費 － 9,240

投資事業組合運用損益（△は益） △798 △2,077

投資有価証券評価損益（△は益） 10,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,342 －

固定資産売却損益（△は益） － △573

受取利息及び受取配当金 △2,600 △131

支払利息 90,633 55,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,271,121 4,381,519

前渡金の増減額（△は増加） △39,000 －

仕入債務の増減額（△は減少） △145,607 △1,649,663

その他 △123,297 92,065

小計 625,742 2,941,583

利息及び配当金の受取額 2,600 131

利息の支払額 △82,754 △48,896

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 9,085 13,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,673 2,906,090

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 △12,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 86,000 －

有形固定資産の取得による支出 △23,073 △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 △16,840 －

投資有価証券の売却による収入 3,817 －

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 33,363 △9,329

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） △242,700 94,700

長期借入れによる収入 271,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △1,778,874 △3,354,230

株式の発行による収入 － 194,550

自己株式の取得による支出 △14,683 △20,010

配当金の支払額 △87,121 △33,749

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,852,379 △2,938,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,264,341 △41,976

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 924,743 964,696
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当第２四半期累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

   （単位：千円） 

 
※1 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。 

※2 平成21年11月に第三者割当増資による新株の発行を行い、資本金と資本準備金がそれぞれ101,895千円増加いた

しました。 

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

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２四半期累計期間末までの変動
額

 繰越利益剰余金の欠損補填※1 △438,735 438,735

 剰余金の配当 △34,000 △34,000

 第三者割当増資※2 101,895 101,895 203,791

 自己株式の取得 △20,010 △20,010

 四半期純利益 44,656 44,656

当第２四半期累計期間末までの変動
額合計

101,895 △370,839 483,392 △20,010 194,438

当第２四半期累計期間末残高 705,083 199,204 46,032 △39,806 910,514

 (6) 重要な後発事象
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