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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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6月期第3四半期 3,847 △65.4 △152 ― △254 ― △219 ―

21年6月期第3四半期 11,107 ― 2 ― △284 ― △517 ―

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3四半期 △8,597.22 ―

21年6月期第3四半期 △20,261.75 ―

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3四半期 8,930 1,498 16.6 57,904.31
21年6月期 8,963 1,712 19.1 67,118.62

（参考） 自己資本   22年6月期第3四半期  1,482百万円 21年6月期  1,712百万円

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6月期 ― 0.00 ― 600.00 600.00
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月期の連結業績予想（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）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 8,622 △56.8 437 △40.3 249 △39.3 141 39.3 5,325.05



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．その他をご覧ください。 

(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） 

(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 

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もとづいて 
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、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．平成22年１月に第６回新株予約権の一部が行使され、発行済株式数が78株増加いたしました。また、平成22年4月30日に第三者割当による新株発行 
により、発行済株式数が5,844株増加いたしました。これらを反映させて、平成22年６月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益を算定しており 
ます。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 25,598株 21年6月期  25,520株

② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  ―株 21年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第3四半期 25,540株 21年6月期第3四半期 25,520株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果もあり、個人消費は持ち直しの兆しが見ら

れ、輸出は緩やかに増加しつつあるものの、雇用情勢は依然厳しく、海外景気の下振れ懸念やデフレの影響など

のリスクが潜在しており、先行き不透明の状況であります。 

当社グループの属する不動産業界におきましては、首都圏分譲マンション市場は、2010年3月度の供給戸数が

3,685戸と前年同月比54.2％増、契約率が82.8％と2007年3月以来の80％台となり、回復の兆しがあるものの、金

融機関の融資は厳格であり、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループにおきましては、新築マンション開発事業と戸建事業の2本の柱を軸に積極

的に取り組みを行っております。 

新築マンション開発事業につきましては、今期引渡予定の物件は、すでに販売が終了し、来期以降の引渡予定

物件の販売を行っている状況であります。戸建事業につきましては、今期引渡予定の物件の開発及び販売とも

に、順調に進捗している状況であります。 

また、新築マンション開発用地の積極的な仕入を行うため、平成22年4月14日に第三者割当増資を行うことを決

議し、平成22年4月30日に払込がされましたので、今後におきましては、更に積極的に新築マンション開発用地の

仕入を行う予定です。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高3,847百万円（前年同期比65.4％減）、営業損失152百

万円（前年同期は営業利益2百万円）、経常損失254百万円（前年同期は経常損失284百万円）、四半期純損失は

219百万円（前年同期は四半期純損失517百万円）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間は赤字となりましたが、第４四半期連結会計期間において引渡予定の新築マ

ンション３物件（「ウィルローズ月島」、「ウィルローズ日本橋浜町sui」、「ウィルローズ清瀬」）について

は、すでに全戸契約が完了し、順調に進捗しており、通期予想に変更はございません。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、売上高の金額につきましては、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。 

  

[不動産分譲事業] 

不動産分譲事業におきましては、マンション開発事業の自社ブランド「ウィルローズ」シリーズについて、

「ウィルローズ鴻巣」、「ウィルローズ池袋」、「ウィルローズ中村橋」、「ウィルローズ横浜伊勢町」、リセ

ール事業について、「フォーリア日本橋人形町」、「セントラルコート大和深見西」、「アスコットパーク両国

石原」、「フォーリアテラス千歳船橋」、「フォーリアコート千歳船橋」等、合計65戸の引渡を行いました。 

また、戸建事業におきましては、「入間仏子プロジェクト」、「入間扇町屋プロジェクト」、「高島平プロジ

ェクト」、「川越新宿町プロジェクト」、「所沢上新井プロジェクト」、「練馬区大泉町プロジェクト」、「東

村山廻田プロジェクト」、「所沢林プロジェクト」の引渡を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は2,463百万円（前年同期比59.4％減）、営業損失は27百万円（前年同期

は営業利益53百万円）となりました。 

  

[不動産販売代理事業] 

不動産販売代理事業におきましては、上記自社開発物件及び他社開発物件について販売代理を行い、東京都区

部で5物件、東京都市部で2物件、神奈川県下で1物件、埼玉県下で1物件、合計113戸の引渡等を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は311百万円（前年同期比57.0％減）、営業損失は42百万円（前年同期は

営業利益52百万円）となりました。 

  

[不動産ソリューション事業] 

不動産ソリューション事業におきましては、デザイナーズ賃貸マンション「プレスタイル川崎」、「大山プロ

ジェクト」等の引渡を行いました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は1,017百万円（前年同期比77.4％減）、営業利益は46百万円（前年同期

比35.7％減）となりました。 

  

[その他事業] 

その他事業におきましては、分譲マンション管理業務が順調に推移しました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は139百万円（前年同期比21.9％増）、営業利益は48百万円（前年同期比

7.0％減）となりました。 

  

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



  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、物件売却が進捗し、販売用不動産が2,301百万円減少し、また

新規仕入により仕掛販売用不動産が1,526百万円増加したことを主要因とし、前連結会計年度末と比較して33百万

円減少し、8,930百万円となりました。 

負債は、物件売却に伴う返済及び物件取得による増加の差額により借入金が527百万円増加し、買掛金が529百

万円減少したことを主要因とし、前連結会計年度末と比較して180百万円増加し、7,431百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の取り崩しにより234百万円減少したことを主要因とし、前連結会計年度末と比較して

214百万円減少し、1,498百万円となりました。 

  

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第３四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ728百万円減少し、411百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少529百万円、前受金

の増加378百万円、前払費用の減少284百万円、たな卸資産の減少203百万円を主な要因として、1,232百万円の支

出（前年同期は1,178百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の支出（前年同期は6百万

円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額77百万円、

長期借入金の純増加額450百万円、社債償還による支出96百万円を主な要因として、522百万円の収入（前年同期

は1,825百万円の支出）となりました。 

  

  

平成22年6月期の連結業績予想については、平成22年2月9日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」から変更はありません。 

連結業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は業況の変化

等により予想数値と異なる場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいりま

す。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 ①簡便な会計処理 

  （固定資産の減価償却費の算定方法） 

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

  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 

   該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

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

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３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 571,330 1,365,598

受取手形及び売掛金 1,038 2,178

販売用不動産 387,105 2,688,359

仕掛販売用不動産 5,358,394 3,831,502

貯蔵品 1,591 1,008

前払費用 462,466 178,232

その他 412,827 143,654

流動資産合計 7,194,753 8,210,534

固定資産   

有形固定資産 1,495,325 521,448

無形固定資産 14,674 18,152

投資その他の資産 225,318 213,179

固定資産合計 1,735,318 752,780

資産合計 8,930,071 8,963,315

負債の部   

流動負債   

買掛金 340,815 869,994

短期借入金 752,000 675,000

1年内返済予定の長期借入金 3,053,736 2,985,051

1年内償還予定の社債 52,000 96,000

未払金 54,581 136,024

未払法人税等 7,518 31,883

未払消費税等 46,246 －

前受金 602,967 231,230

賞与引当金 14,580 2,848

その他 63,650 107,592

流動負債合計 4,988,095 5,135,625

固定負債   

社債 － 52,000

長期借入金 2,423,018 2,041,354

その他 20,256 21,468

固定負債合計 2,443,274 2,114,822

負債合計 7,431,370 7,250,448



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 288,797 286,288

資本剰余金 175,597 173,088

利益剰余金 1,023,426 1,258,311

株主資本合計 1,487,822 1,717,687

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △740 △476

為替換算調整勘定 △4,846 △4,344

評価・換算差額等合計 △5,587 △4,820

少数株主持分 16,467 －

純資産合計 1,498,701 1,712,867

負債純資産合計 8,930,071 8,963,315



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 11,107,776 3,847,025

売上原価 9,073,856 3,216,233

売上総利益 2,033,920 630,792

販売費及び一般管理費 2,031,031 783,626

営業利益又は営業損失（△） 2,888 △152,834

営業外収益   

受取利息 2,388 757

受取配当金 17 15

受取家賃 16,450 626

解約精算金 13,190 5,101

その他 31,501 27,439

営業外収益合計 63,548 33,939

営業外費用   

支払利息 212,338 117,955

解約違約金 91,920 －

その他 46,229 17,968

営業外費用合計 350,487 135,924

経常損失（△） △284,050 △254,820

特別利益   

持分変動利益 － 5,806

過年度売上原価修正 31,438 －

特別利益合計 31,438 5,806

特別損失   

たな卸資産評価損 129,401 －

投資有価証券評価損 6,041 1

ゴルフ会員権評価損 2,454 －

関係会社清算損 1,082 －

特別損失合計 138,981 1

税金等調整前四半期純損失（△） △391,593 △249,015

法人税、住民税及び事業税 60,303 7,723

法人税等調整額 65,183 △48,439

法人税等合計 125,486 △40,716

少数株主利益 － 11,273

四半期純損失（△） △517,079 △219,573



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,798,486 726,489

売上原価 2,962,120 638,919

売上総利益 836,366 87,570

販売費及び一般管理費 845,791 240,194

営業損失（△） △9,424 △152,624

営業外収益   

受取利息 508 248

受取手数料 － 2,704

受取配当金 － 0

受取家賃 10,146 623

解約精算金 8,733 －

その他 4,800 3,121

営業外収益合計 24,190 6,698

営業外費用   

支払利息 61,114 41,397

支払手数料 20,026 6,076

その他 7,598 3,138

営業外費用合計 88,739 50,611

経常損失（△） △73,973 △196,537

特別利益   

過年度売上原価修正 31,438 －

特別利益合計 31,438 －

特別損失   

投資有価証券評価損 9 1

特別損失合計 9 1

税金等調整前四半期純損失（△） △42,544 △196,539

法人税、住民税及び事業税 59,752 7,136

法人税等調整額 11,615 △47,388

法人税等合計 71,368 △40,252

少数株主利益 － 12,435

四半期純損失（△） △113,913 △168,722



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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損失（△） △391,593 △249,015

減価償却費 21,768 19,381

関係会社清算損益（△は益） 1,082 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,108 11,732

持分変動損益（△は益） － △5,806

ゴルフ会員権評価損 2,454 －

受取利息及び受取配当金 △2,405 △772

支払利息 212,338 117,955

為替差損益（△は益） 84 32

持分法による投資損益（△は益） － 3,771

投資有価証券評価損益（△は益） 6,041 －

過年度売上原価修正（△は益） △31,438 －

売上債権の増減額（△は増加） △21,183 1,140

たな卸資産の増減額（△は増加） 813,003 △203,442

前払費用の増減額（△は増加） 86,521 △284,151

長期前払費用の増減額（△は増加） 999 △14,669

仕入債務の増減額（△は減少） 1,428,132 △529,178

未払金の増減額（△は減少） △88,873 △81,443

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,391 46,246

未払費用の増減額（△は減少） △1,217 △571

前受金の増減額（△は減少） 146,032 378,634

預り金の増減額（△は減少） 9,325 △51,957

その他の流動資産の増減額（△は増加） △103,231 △219,520

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,414 △1,382

その他 － △25,129

小計 1,936,144 △1,088,146

利息及び配当金の受取額 2,404 772

利息の支払額 △208,886 △116,763

法人税等の支払額 △550,818 △28,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,178,844 △1,232,989



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 7,200 －

定期預金の預入による支出 △6,600 △30,100

有形固定資産の取得による支出 △5,610 △12,558

無形固定資産の取得による支出 △3,364 －

投資有価証券の取得による支出 △60 △3,710

投資有価証券の売却による収入 20,625 －

差入保証金の回収による収入 10,011 55,979

差入保証金の差入による支出 △27,544 △23,198

保険積立金の積立による支出 △670 △655

会員権の取得による支出 － △2,800

その他 － △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,013 △17,102

財務活動によるキャッシュ・フロー   

担保差入定期預金の回収による収入 － 90,000

担保差入定期預金の預入による支出 △200,000 －

短期借入れによる収入 3,338,000 969,500

短期借入金の返済による支出 △3,592,873 △892,500

長期借入れによる収入 3,613,000 2,409,800

長期借入金の返済による支出 △4,716,458 △1,959,451

社債の償還による支出 △196,000 △96,000

配当金の支払額 △71,456 △15,312

少数株主からの払込みによる収入 － 11,000

株式の発行による収入 － 5,019

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,825,788 522,056

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △653,042 △728,068

現金及び現金同等物の期首残高 1,601,366 1,139,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 948,324 411,128



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲、新築分譲マンションの買取再販（リセ

ール） 

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介 

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売、リノベーションによるバリューアップ 

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、保険代理店業務等 

３．会計方針の変更 

前第３四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

  第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の不動産

ソリューション事業の営業利益は40,520千円減少しております。  

  

（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〕

  
不動産分譲
事業 
（千円） 

不動産販売
代理事業 
（千円） 

不動産ソリ
ューション
事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 6,064,516  427,945  4,507,404  107,911  11,107,776  －  11,107,776

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  297,902  －  6,483  304,386 (304,386)  －

計  6,064,516  725,848  4,507,404  114,394  11,412,162 (304,386)  11,107,776

営業利益  53,912  52,752  72,194  51,976  230,837 (227,948)  2,888

  
不動産分譲
事業 
（千円） 

不動産販売
代理事業 
（千円） 

不動産ソリ
ューション
事業 
（千円） 

その他事業
（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 
 2,463,657  232,259  1,017,283  133,825  3,847,025  －  3,847,025

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －    79,549  －  5,630  85,179 (85,179)  －

計  2,463,657  311,808  1,017,283  139,456  3,932,205 (85,179)  3,847,025

営業利益又は営業 

損失（△） 
 △27,443  △42,894  46,429  48,361  24,452 (177,287)  △152,834



  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日）  

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

   海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日） 

   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。 

  

〔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



  

（７）重要な後発事象の注記

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日） 

（株式発行について） 

平成22年４月14日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議し、平成22年４月30日付で払込が行

われました。その概要は次のとおりであります。 

1. 発行する株式の種類及び数     普通株式 5,844株 

2. 発行価額             1株につき59,895円 

3. 発行価額の総額          350,026,380円 

4. 発行価額のうち資本に組入れる額  175,013,190円 

5. 資金の使途            新規土地仕入に係る借入金以外の自己資金及び取得経費等 

        新築工事の着工時金等 

        販売に係る広告宣伝費等 

  



該当事項はありません。     

  

  

６．その他の情報
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