
  

１．平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

（注）平成21年３月期第１四半期は、連結での財務諸表を作成しており、非連結での数値を公表していないため、平成22
年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  1,423  △80.0  △204  －  △268  －  △151  －

22年3月期第１四半期  7,104  －  477  －  405  －  216  －

  
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 

23年3月期第１四半期  △3,994  83  －      

22年3月期第１四半期  5,700  69  5,641  95

  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 

23年3月期第１四半期  18,259  3,231  17.5  83,955  28

22年3月期  18,517  3,476  18.5  90,450  11

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 3,187百万円 22年3月期 3,433百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        －      －      2,500 00  2,500  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  －      －      2,500 00  2,500  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  1,450  △80.9  △500  －  △650  －  △300  －  △7,902  64

通期  13,200  72.1  1,150  －  850  －  500  －  13,171  07



４．その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続き対象外であります。なお、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年５月14日に公表いたしました「平成22年３月期の業績予想（第２四半期（累計）」は、本資料において

修正しております。 

２．業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、今後の経済情勢、事

業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。なお、上記１に係る業

績予想の具体的修正内容は【添付資料】３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 38,940株 22年3月期 38,940株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 978株 22年3月期 978株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 37,962株 22年3月期１Ｑ 37,962株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社は従来からの経営方針であります高品質なマンションの供給継続に注力しておりますが、その結果、当社の

第１四半期会計期間における経営成績は以下のとおりとなりました。 

  売上高の主要セグメントである不動産販売事業につきましては、販売方針の変更等により東京都中央区にある事

業用地を売却いたしました。これにより、不動産販売事業売上高は13億７千万円となりました。 

 その他の事業として、リフォーム事業に係る売上や不動産販売に係る仲介手数料及び賃貸収入等により５千３百

万円を計上し、その結果、売上高は14億２千３百万円（前年同期比80.0％減）となりました。 

 一方、利益面では、売上原価が13億９千１百万円、販売費及び一般管理費が２億３千６百万円となりましたた

め、営業損失として２億４百万円（前年同期は営業利益４億７千７百万円）を計上いたしました。また、１百万円

を営業外収益として、支払利息等６千５百万円を営業外費用として計上しました結果、経常損失として２億６千８

百万円（前年同期は経常利益４億５百万円）、四半期純損失として１億５千１百万円（前年同期は四半期純利益２

億１千６百万円）計上いたしました。  

  

（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  

 当第１四半期会計期間末における資産合計は182億５千９百万円となり、前事業年度末比２億５千８百万円減

少しました。これは、仕掛品が増加したものの引渡しに伴い販売用不動産及び借入金返済等による現金及び預金

が減少したことによるものであります。 

 負債合計は、150億２千７百万円となり、前事業年度年度末比１千３百万円の減少となりました。これは、主

に上述しました借入金の減少によるものであります。 

 純資産合計は、32億３千１百万円となり、前事業年度末比２億４千４百万円の減少となりました。これは、主

に四半期純損失を１億５千１百万円計上したことによるものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における「現金および現金同等物」（以下「資金」という。）は、16億８千６百万円と

なりました。当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は６億３千７百万円となりました。 

これは、販売用不動産の引渡しにより資金が増加したものの仕掛品の取得により資金が減少したことが主な要

因です。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は３百万円となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は２億円となりました。 

これは、長期借入れによる収入と長期借入金の返済による支出との差額、及び配当金の支払いにより資金が減

少したことが主な要因です。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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 （３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間における業績の進捗等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成22年５月14日付当

社「平成22年３月期決算短信」にて発表いたしました「平成23年度３月期の業績予想（第２四半期（累計））」の

売上高の予想数字を修正しております。 

 売上高につきましては、リフォーム事業等の進捗が想定を上回ったため、前回予想数字と比較して５千万円増の

14億５千万円に修正しております。しかしながら、今後の事業環境を勘案し、通期売上高及び利益面におきまして

は、前回予想からの修正はありません。 

 なお、平成22年５月14日付決算短信で発表しました第２四半期累計期間の業績予想との差異は以下のとおりで

す。 

（第２四半期（累計）） 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡単な会計処理  

 ⅰ)たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

 ⅱ)繰延税金資産の回収可能性に関しては、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに、前事業年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によっておりま

す。 

②特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 千円増加しております。また、当

会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  売上高 営業損失（△） 経常損失（△）
四半期純損失

（△） 
１株当たり四半期
純損失（△） 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）  1,400    △500  △650    △300    △7,902  64

今回修正予想（Ｂ）  1,450  △500  △650  △300  △7,902  64

増減額（Ｂ－Ａ）  50 － － － －   

増減率（％）  3.6 － － － －   

前第２四半期実績  7,597  283  157  56  1,481  67

２．その他の情報

110

2,213
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,786,610 2,628,271

売掛金 10,240 9,277

販売用不動産 8,905,967 10,266,426

仕掛品 6,609,040 4,804,522

未収入金 49,002 70,039

繰延税金資産 508,291 390,560

その他 62,514 50,423

流動資産合計 17,931,669 18,219,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 89,536 89,536

減価償却累計額 △12,787 △12,191

建物及び構築物（純額） 76,748 77,344

工具、器具及び備品 18,033 18,120

減価償却累計額 △12,671 △12,303

工具、器具及び備品（純額） 5,362 5,816

土地 68,732 68,732

リース資産 2,725 2,725

減価償却累計額 △999 △863

リース資産（純額） 1,726 1,862

有形固定資産合計 152,569 153,756

無形固定資産 9,972 10,743

投資その他の資産   

投資有価証券 13,036 13,038

繰延税金資産 35,383 33,354

その他 116,396 86,847

投資その他の資産合計 164,816 133,239

固定資産合計 327,358 297,740

資産合計 18,259,027 18,517,262
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,557,312 1,564,306

短期借入金 5,387,000 5,484,000

1年内返済予定の長期借入金 1,537,000 3,340,000

未払法人税等 1,805 －

前受金 3,317,998 3,216,438

引当金 14,570 35,358

その他 70,194 55,163

流動負債合計 11,885,879 13,695,267

固定負債   

長期借入金 3,075,000 1,280,000

引当金 54,123 51,462

その他 12,813 14,380

固定負債合計 3,141,937 1,345,842

負債合計 15,027,817 15,041,109

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,266,817 1,266,817

資本剰余金 1,115,617 1,115,617

利益剰余金 883,726 1,130,283

自己株式 △79,050 △79,050

株主資本合計 3,187,110 3,433,667

新株予約権 44,100 42,485

純資産合計 3,231,210 3,476,152

負債純資産合計 18,259,027 18,517,262
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,104,534 1,423,807

売上原価 6,369,348 1,391,791

売上総利益 735,186 32,015

販売費及び一般管理費 258,016 236,701

営業利益又は営業損失（△） 477,169 △204,686

営業外収益   

受取利息 499 155

固定資産税負担収入 6,635 －

その他 95 1,140

営業外収益合計 7,230 1,296

営業外費用   

支払利息 79,191 65,075

その他 － 125

営業外費用合計 79,191 65,200

経常利益又は経常損失（△） 405,208 △268,590

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,213

その他 － 7

特別損失合計 － 2,221

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 405,208 △270,811

法人税、住民税及び事業税 572 600

法人税等調整額 188,226 △119,760

法人税等合計 188,799 △119,160

四半期純利益又は四半期純損失（△） 216,409 △151,651
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税引前四半期純損失
（△）

405,208 △270,811

減価償却費 1,910 2,061

引当金の増減額（△は減少） △36,626 △18,126

受取利息及び受取配当金 △499 △155

支払利息 79,191 65,075

売上債権の増減額（△は増加） △715 △962

販売用不動産の増減額（△は増加） 6,512,183 1,360,459

仕掛品の増減額（△は増加） △628,343 △1,804,518

未収入金の増減額（△は増加） 91,578 △1,908

仕入債務の増減額（△は減少） △240,497 △6,994

前受金の増減額（△は減少） △125,279 101,560

その他 △114,017 △7,442

小計 5,944,095 △581,765

利息及び配当金の受取額 501 157

利息の支払額 △121,830 △55,026

法人税等の支払額 △359,140 △1,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,463,624 △637,792

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 － △110

出資金の回収による収入 22,923 －

その他 － △3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,923 △3,110

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） △6,013,000 －

長期借入れによる収入 － 1,795,000

長期借入金の返済による支出 － △1,900,000

配当金の支払額 △284,715 △94,903

リース債務の返済による支出 △821 △853

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,298,536 △200,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △811,988 △841,660

現金及び現金同等物の期首残高 4,305,716 2,528,271

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,493,728 1,686,610
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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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