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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8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 ％

23年5月期第1四半期 2,891 △9.1 454 △32.3 428 △34.1 235 △46.6
22年5月期第1四半期 3,181 232.0 670 ― 650 ― 440 ―

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5月期第1四半期 4,564.03 ―
22年5月期第1四半期 8,545.31 ―

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5月期第1四半期 15,871 7,604 47.9 147,372.55
22年5月期 14,920 7,574 50.8 146,787.05

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  7,604百万円 22年5月期  7,574百万円

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  
 

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5月期 ― 2,000.00 ― 4,000.00 6,000.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

4,660 △9.4 663 △29.0 606 △31.1 351 △39.1 6,809.09

通期 11,349 6.6 1,502 △4.5 1,375 △10.6 802 15.0 15,553.67



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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の対象外であり、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を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要因によって、実際の業績が上記の予想数値
と異なる可能性があります。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年5月期1Q 53,440株 22年5月期  53,440株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  1,841株 22年5月期  1,841株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 51,599株 22年5月期1Q 51,599株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、企業収益が

改善し、設備投資や個人消費は持ち直しつつあります。 

 新築分譲マンション市場におきましては、景気低迷による個人所得の減少や雇用環境の悪化に伴う不透明感はあ

るものの、都心部においては一定の需要があるのに対し、郊外の物件については厳しい状況となっており、新築分

譲マンション市場は二極化されつつあります。 

このような環境の中、当社は再販物件及び仕掛物件の販売を中心とした事業構築から、当社のドメインである

「ものづくり」のノウハウを用いた開発事業に経営資源を集中し、都心部を中心とした新たなニーズ・付加価値・

高品質の分譲マンションの開発・販売に特化しております。 

 なお、今後も経営環境の変動、市場の変化に的確に対応し、経営の効率化、収益力の強化を図ってまいります。

 当第１四半期連結累計期間における売上高は2,891百万円(前年同期比9.1%減)、営業利益は454百万円(前年同期

比32.3%減)、経常利益は428百万円(前年同期比34.1%減)、四半期純利益は235百万円(前年同期比46.6%減)となりま

した。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しておりますが、セグメント区分の変更がないため、前年同期における事業の種類別セ

グメント情報との比較数値を記載しております。  

① 開発事業 

  開発事業につきましては、従来からの戸建物件の販売と、仕掛物件の順調な引渡し、新規の分譲マンション開

発を再開したことにより売上高が2,162百万円（前年同期比803.9%増）、セグメント利益485百万円（前年同期は

営業利益3百万円）となりました。 

② 建築事業 

 建築事業につきましては、新規の建築案件が減少するなか、慎重な受注と事業収益を重視したことにより売上高

が54百万円（前年同期比380.7%増）、セグメント利益4百万円（前年同期は営業損失2百万円）となりました。 

③ 不動産販売事業 

不動産販売事業につきましては、再販物件の仕入が減少したことにより売上高が294百万円（前年同期比88.5%

減）、セグメント利益29百万円（前年同期は営業利益759百万円）となりました。 

④ ホテル事業 

 ホテル事業につきましては、デフレを背景とした客単価下落の状況の中、集客の増加により売上高が274百万円

（前年同期比3.1%増）、セグメント損失57百万円（前年同期は営業損失59百万円）となりました。 

⑤ その他事業 

 その他事業につきましては、賃貸管理及び建築資材を中心に、売上高が105百万円（前年同期比5.8%減）、セグ

メント利益52百万円（前年同期は営業損失44百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、開発用不動産の取得を目的とした借入金の増加に伴う現金及び

預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ951百万円増加し、15,871百万円となりました。負債は短期借入金

の有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ921百万円増加し、8,267百万円となりました。また、純資

産は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、7,604百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結

会計年度末の50.8％から47.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動による資金は、217百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益427百万円の計上

及びたな卸資産518百万円の減少と、法人税等の支払額640百万円によるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動による資金は、113百万円の増加となりました。これは主に定期預金の預替による純増加額94百万円及

び貸付金60百万円の回収と、固定資産の取得による支出35百万円によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動による資金は、1,327百万円の増加となりました。これは開発事業に係る短期借入金1,085百万円及び長

期借入金399百万円の純増加と、配当金157百万円の支払によるものです。 

  

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

 平成23年５月期の業績予想につきましては、平成22年７月14日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

 ・たな卸資産の評価方法 

 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。  

 ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 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軽微であります。  

②表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に

より、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）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。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,000,951 2,435,924

受取手形及び売掛金 47,636 96,175

販売用不動産 1,026,316 2,274,682

仕掛販売用不動産 4,411,508 4,259,536

貯蔵品 62,541 65,722

繰延税金資産 34,893 62,739

その他 206,107 249,908

貸倒引当金 △39,438 △39,812

流動資産合計 9,750,517 9,404,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,442,574 1,925,046

車両運搬具（純額） 9,419 10,442

土地 2,645,561 2,547,494

建設仮勘定 1,333 －

その他（純額） 11,890 12,947

有形固定資産合計 5,110,778 4,495,931

無形固定資産 15,328 13,894

投資その他の資産   

投資有価証券 314,293 328,990

長期貸付金 95,247 97,747

出資金 165,582 165,622

繰延税金資産 330,407 330,841

その他 113,649 106,694

貸倒引当金 △23,885 △23,952

投資その他の資産合計 995,295 1,005,944

固定資産合計 6,121,403 5,515,769

資産合計 15,871,920 14,920,647
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 421,071 459,797

短期借入金 4,346,236 2,635,040

未払法人税等 173,000 653,142

賞与引当金 12,540 －

完成工事補償引当金 65 600

その他 356,294 461,981

流動負債合計 5,309,206 4,210,561

固定負債   

長期借入金 2,390,608 2,616,714

役員退職慰労引当金 411,046 411,046

退職給付引当金 54,771 53,035

資産除去債務 45,391 －

その他 56,620 55,224

固定負債合計 2,958,437 3,136,020

負債合計 8,267,644 7,346,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,646,765 1,646,765

資本剰余金 1,618,075 1,618,075

利益剰余金 4,447,794 4,418,691

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,623,817 7,594,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,540 △20,648

評価・換算差額等合計 △19,540 △20,648

純資産合計 7,604,276 7,574,065

負債純資産合計 15,871,920 14,920,647
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,181,767 2,891,306

売上原価 1,902,473 1,877,071

売上総利益 1,279,293 1,014,235

販売費及び一般管理費 608,429 560,233

営業利益 670,863 454,001

営業外収益   

受取利息 1,973 1,264

受取配当金 943 943

受取手数料 9,268 6,975

匿名組合投資利益 － 12,472

その他 17,055 8,069

営業外収益合計 29,240 29,724

営業外費用   

支払利息 30,270 30,828

投資事業組合運用損 17,660 13,053

その他 1,234 10,868

営業外費用合計 49,165 54,750

経常利益 650,938 428,975

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 440

完成工事補償引当金戻入額 － 534

家賃保証引当金戻入益 137,855 －

その他 2,087 50

特別利益合計 139,942 1,025

特別損失   

固定資産除却損 121 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,060

特別損失合計 121 2,060

税金等調整前四半期純利益 790,759 427,940

法人税、住民税及び事業税 322,388 164,595

法人税等調整額 27,441 27,845

法人税等合計 349,829 192,441

少数株主損益調整前四半期純利益 － 235,499

四半期純利益 440,929 235,499
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８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利益 790,759 427,940

減価償却費 43,043 44,686

無形固定資産償却費 79 769

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,621 1,735

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,150 12,540

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △597 △534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,869 △440

家賃保証引当金の増減額（△は減少） △137,855 －

受取利息及び受取配当金 △2,916 △2,207

支払利息 30,270 30,828

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,000 －

為替差損益（△は益） 905 1,352

投資事業組合運用損益（△は益） 17,836 13,186

有形固定資産除却損 14 －

売上債権の増減額（△は増加） 81,935 48,539

たな卸資産の増減額（△は増加） 991,866 518,515

その他の流動資産の増減額（△は増加） 37,642 △55,720

仕入債務の増減額（△は減少） △8,048 △38,726

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,271 △111,979

その他の固定負債の増減額（△は減少） △463 1,513

小計 1,763,105 894,058

利息及び配当金の受取額 3,857 2,770

利息の支払額 △24,755 △39,145

法人税等の支払額 △139,646 △640,302

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,602,561 217,382

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 △895,800 △809,500

定期預金の払戻による収入 904,500 903,500

有形固定資産の取得による支出 △4,276 △33,405

無形固定資産の取得による支出 － △2,204

投資有価証券の取得による支出 △25,000 －

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

投資事業組合からの分配による収入 － 1,700

貸付金の回収による収入 9,323 60,519

その他 18,059 △6,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,806 113,694
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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） △1,222,625 1,085,200

長期借入れによる収入 － 485,000

長期借入金の返済による支出 △61,101 △85,110

配当金の支払額 △257,995 △157,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,541,721 1,327,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,646 1,659,026

現金及び現金同等物の期首残高 1,685,056 1,532,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,753,702 3,191,451
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  該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

（注） １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主要な事業 

     (1) 開発事業………………………中高層住宅及び建売住宅の設計・施工及び分譲 

         (2) 建築事業………………………注文住宅及び型枠大工工事の施工 

         (3) 不動産販売事業………………不動産の販売 

         (4) ホテル事業……………………ホテルの経営 

         (5) その他事業……………………賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介等 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

  前第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社は、事業部及び連結子会社等を基礎とした事業・サービス別のセグメントから構成されており、「開発事

業」、「建築事業」、「不動産販売事業」及び「ホテル事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「開発事業」は、マンション等の開発分譲を行っております。「建築事業」は、注文住宅及び型枠大工工事の

施工を行っております。「不動産販売事業」は、再販物件等の販売を行っております。「ホテル事業」は、裏磐

梯猫魔ホテルの経営を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
開発事業 
（千円） 

建築事業 
（千円） 

不動産販売
事業 

（千円） 

ホテル事業
（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 
 239,247  11,359  2,552,639  266,544  111,976  3,181,767     ―  3,181,767

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

   ― ― ―  2,961  2,321  5,282 (△5,282)    ― 

計  239,247  11,359  2,552,639  269,506  114,297  3,187,049 (△5,282)  3,181,767

営業利益又は営業

損失（△） 
 3,276  △2,205  759,699  △59,996  △44,293  656,480   14,382    670,863
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸住宅の仲介・管理及び不動

産の売買仲介事業等を含んでおります。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
開発事業 建築事業 

不動産販売
事業 

ホテル事業 計 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 2,162,481 54,600 294,055 274,675 2,785,814  105,492 2,891,306

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

    ―     ―     ― 2,147 2,147  25,643 27,790

計  2,162,481 54,600 294,055 276,823 2,787,961  131,135 2,919,096

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

 485,285 4,007 29,434 △57,836 460,891  52,695 513,587

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計 460,891

「その他」の区分の利益 52,695

セグメント間取引消去 1,360

全社費用（注） △60,945 

四半期連結損益計算書の営業利益 454,001 

（６）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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