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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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6月期第3四半期 9,227 59.6 202 ― 114 ― 113 ―
21年6月期第3四半期 5,782 ― △1,295 ― △1,418 ― △1,609 ―

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 2,946.96 2,920.93
21年6月期第3四半期 △93,304.10 ―

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 4,386 980 22.3 23,057.51
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3四半期  978百万円 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  
 

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 ― 2,869.78
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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、6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、6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3四半期 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3四半期  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3四半期 38,353株 21年6月期第3四半期 17,254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３四半期 △46,652 05 －

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３四半期におけるわが国経済は、2008年９月のリーマン・ショックからの世界的な金融市場の混

乱・経済環境の悪化から、インフレ懸念を内在するものの堅調な中国経済の発展と、各国政府の実施した

大規模な経済対策・金融安定化政策等により、株価等に一部回復の兆しが見られております。しかしなが

ら、雇用情勢は厳しさを増し、個人消費の低迷は続いており、経済全体の自律的回復力の弱さが窺えるな

か、デフレの進行は止まらず、景気の不透明感は払拭されておりません。  

 当社の事業領域であります不動産業界におきましては、住宅ローン減税の拡充、長期優良住宅減税の創

設等の住宅取得促進政策や不動産価格の適正化を背景として、戸建市況等に一部回復感が見られますが、

金融機関の不動産セクターに対する新規開発融資の厳格化が依然続くなか、業界全体を取り巻く環境はこ

の先も予断を許さない状況となっております。 

  このような事業環境にありまして、当社は、前事業年度（平成21年６月期）に決断した、全ての損失を

前事業年度に集中して、当事業年度（平成22年６月期）をリスタートの初年度とするリスタート計画を実

行してまいりました。  

  この結果、当第２四半期において黒字転換を果たすとともに、昨年10月には着工を凍結しておりました

着工前プロジェクトのうち森下Ⅱプロジェクトをワンルームマンションとして着工し、同じく11月には第

三者割当増資として２億円強の資本増強を果たすことが出来ました。当第３四半期においては、本年１月

に「りそな銀行」からの土地購入費用と着工時金の新規融資により白金高輪にワンルームマンション用地

を購入し、当社との包括的パートナー契約を締結しております株式会社明和住販と既に販売協定を締結し

ております。２月には三軒茶屋プロジェクトを分譲用コンパクトマンションとして着工し、３月には「東

日本銀行」からの土地購入資金等の新規開発融資により大倉山に分譲用ファミリーマンション用地を購入

しております。また、買取再販事業においては、他社の工事中断物件の土地を購入し、当社にて再着工完

成させた分譲用ファミリーマンションの完売を含めて、順調に推移しております。当第４四半期において

は、駒場プロジェクトの着工を予定しており、当社リスタート計画が順調に推移していることにより他の

金融機関も当社への新規融資に対して前向きな姿勢を示し初めていただいております。  

 これらの結果、当第３四半期累計期間における当社の業績は、売上高9,227百万円（前年同四半期比

59.6%増)、営業利益202百万円（前年同四半期は営業損失1,295百万円）、経常利益114百万円（前年同四

半期は経常損失1,418百万円）、四半期純利益113百万円（前年同四半期は四半期純損失1,609百万円）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開発販売８棟（453戸）及び事業用地の販売１物件のほか、設計・施工監理等の

業務受託１件を合わせて、7,414百万円（前年同四半期比60.1％増）となりました。  

（その他不動産事業）  

 新築残戸及び中古マンション買取再販事業４物件（26戸）並びに買取再販事業の一環として工事中断物

件の土地を購入し、当社にて再着工完成させた分譲用ファミリーマンション１棟（24戸)のエンドユーザ

ー向け販売による1,730百万円のほか、不動産賃貸業等により、売上高1,813百万円（前年同四半期比

57.3％増）となりました。  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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 当第３四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ4,372百万円減少し、4,386百万円となりまし

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）が竣工・売却により4,839百

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205百万円増加したこ

とや現金及び預金が317百万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4,635百万円減少し、3,406百万円となりました。これは主として１年内返済予定

の長期借入金及び長期借入金が2,782百万円並びに買掛金が1,918百万円減少したことによるものでありま

す。  

  純資産は、前期末に比べ263百万円増加し、980百万円となりました。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113百万円計上した一方、

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３四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299百

万円増加（前年同四半期は1,115百万円減少）し、1,306百万円となりました。    

（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、2,944百万円（前年同四半期の営業活動により獲得した資金850百万

円）となりました。これは主に、買掛金が1,918百万円減少した一方で税引前四半期純利益を112百万円計

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4,615百万円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、18百万円（前年同四半期は投資活動により獲得した資金79百万円）と

なりました。これは主に、定期預金の預入による支出18百万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、2,626百万円（前年同四半期の財務活動により支出した資金2,045百万

円）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3,684百万円行った一方

で、新規の長期借入金による902百万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。 

  

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 

 (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
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 （固定資産の減価償却の算定方法） 

 当第３四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。 

  

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22年３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 1,346,387 1,028,673

販売用不動産 510,034 3,990,917

仕掛販売用不動産 2,038,463 3,191,387

貯蔵品 18,572 172

その他 76,725 126,560

流動資産合計 3,990,183 8,337,711

固定資産   

有形固定資産 223,981 233,055

無形固定資産 26,448 32,481

投資その他の資産   

その他 162,872 171,890

貸倒引当金 △17,000 △16,610

投資その他の資産合計 145,872 155,280

固定資産合計 396,302 420,817

資産合計 4,386,485 8,758,529

負債の部   

流動負債   

買掛金 81,318 1,999,957

短期借入金 165,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 2,145,660 5,255,060

未払法人税等 2,105 －

賞与引当金 13,061 －

その他 264,033 228,292

流動負債合計 2,671,179 7,633,309

固定負債   

長期借入金 730,420 403,665

その他 4,681 4,879

固定負債合計 735,101 408,544

負債合計 3,406,280 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 114,401 △437,359

自己株式 △39,806 △19,795

株主資本合計 978,883 716,076

新株予約権 1,321 599

純資産合計 980,205 716,675

負債純資産合計 4,386,485 8,758,529
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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)

前第３四半期累計期間 
(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 5,782,572 9,227,954

売上原価 6,437,281 8,430,578

売上総利益又は売上総損失（△） △654,709 797,375

販売費及び一般管理費 640,385 595,004

営業利益又は営業損失（△） △1,295,095 202,370

営業外収益   

受取利息 2,919 194

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 2,460 1,066

営業外収益合計 7,638 7,347

営業外費用   

支払利息 127,772 73,418

株式交付費 － 9,240

その他 3,344 12,957

営業外費用合計 131,117 95,616

経常利益又は経常損失（△） △1,418,573 114,102

特別利益   

固定資産売却益 8,442 573

投資有価証券売却益 1,322 －

特別利益合計 9,764 573

特別損失   

固定資産売却損 － 519

固定資産除却損 6,212 1,504

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 19,877 2,023

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,428,686 112,652

法人税、住民税及び事業税 1,717 712

法人税等調整額 179,547 △1,086

法人税等合計 181,264 △374

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,609,951 113,026
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△1,428,686 112,652

減価償却費 27,450 16,635

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） 11,213 13,061

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 －

固定資産除却損 6,212 1,504

固定資産売却損益（△は益） △8,442 △53

受取利息及び受取配当金 △2,919 △194

支払利息 127,772 73,418

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,440,603 4,615,197

前渡金の増減額（△は増加） 20,000 －

仕入債務の増減額（△は減少） 868,641 △1,918,639

その他 △99,570 77,308

小計 973,819 2,998,441

利息及び配当金の受取額 2,919 194

利息の支払額 △120,276 △66,670

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △5,827 12,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 850,634 2,944,671

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 △16,000 △18,000

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 △23,383 △4,285

有形固定資産の売却による収入 55,008 1,478

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 △8,806 －

敷金及び保証金の回収による収入 96 2,800

その他 △376 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 79,515 △18,006

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） 397,500 15,000

長期借入れによる収入 271,000 902,000

長期借入金の返済による支出 △2,606,719 △3,684,645

株式の発行による収入 － 194,550

自己株式の取得による支出 △19,795 △20,010

配当金の支払額 △87,243 △33,847

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,045,257 △2,626,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,115,107 299,713

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 1,073,978 1,306,387
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当第３四半期累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３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３四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 113,026 113,026

当第３四半期累計期間末までの変動
額合計

101,895 △370,839 551,761 △20,010 262,807

当第３四半期累計期間末残高 705,083 199,204 114,401 △39,806 978,883

 (6) 重要な後発事象
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