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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

平成21年３月期第２四半期は連結での財務諸表を作成しており、非連結での数値は公表していないため、平成22年３月期第２四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 

  

(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2四半期 1,465 △80.7 △408 ― △538 ― △312 ―

22年3月期第2四半期 7,597 ― 283 ― 157 ― 56 ―

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2四半期 △8,236.52 ―

22年3月期第2四半期 1,481.67 1,466.17

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2四半期 18,187 3,071 16.6 79,713.60
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2四半期  3,026百万円 22年3月期  3,433百万円

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3月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 2,500.00 2,500.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 13,200 72.1 1,150 ― 850 ― 500 ― 13,171.07



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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3月期2Q 38,940株 22年3月期  38,940株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  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2Q 37,962株 22年3月期2Q 37,962株

※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 
 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。 



  

  

※説明資料を当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月12日（金）……第２四半期決算説明資料 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社の第２四半期累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、第１四半期会計期間において販売方針の変更等

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９千５百

万円を計上しました結果、売上高は14億６千５百万円（前年同期比80.7％減）となりました。 

 一方、利益面では、売上原価が14億１千１百万円、販売費及び一般管理費が４億６千２百万円となりましたた

め、営業損失として４億８百万円（前年同期は営業利益２億８千３百万円）を計上しました。また、営業外収益と

して２百万円、営業外費用として支払利息等１億３千３百万円を計上しました結果、経常損失は５億３千８百万円

（前年同期は経常利益１億５千７百万円）となりました。その結果、四半期純損失として３億１千２百万円（前年

同期は四半期純利益５千６百万円）となりました。 

  

（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２四半期会計期間末における資産合計は181億８千７百万円となり、前事業年度末比３億２千９百万円減

少しました。これは主に新規事業用地の取得により仕掛品が増加したものの、上述しました事業用地の売却に伴

い販売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、151億１千６百万円となり、前事業年度末比７千５百万円の増加となりました。これは、主に仕

掛品の増加に伴い長期借入金が増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、30億７千１百万円となり、前事業年度末比４億５百万円の減少となりました。これは、主に四

半期純損失を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２四半期累計期間における「現金および現金同等物」（以下「資金」という。）は、前事業年度末比12億

３千９百万円減少し、12億８千８百万円となりました。 

 当第２四半期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２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は10億３千１百万円（前年同期は55億１千１百

万円の取得）となりました。 

 これは、販売用不動産の引渡しにより資金の増加があったものの、仕掛品の増加及び税引前四半期純損失を

計上したことにより資金が減少したことが主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は７百万円（前年同期は１億６千万円の取得）

となりました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は２億１百万円（前年同期は65億３千４百万円

の使用）となりました。 

 これは、上述しました販売用不動産の引渡しによる長期借入金の返済及び配当金の支払い等により資金が減

少したことが主な要因であります。 

  

 （３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年７月30日に公表しました業績予想から修正は行っておりません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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等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 

 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、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失は 千円、税引前四半期純損失は 千円それ

ぞれ増加しております。 

  

（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。   

２．その他の情報

221 2,435
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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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,388,432 2,628,271

売掛金 6,379 9,277

販売用不動産 8,905,967 10,266,426

仕掛品 6,882,667 4,804,522

未収入金 7,003 70,039

繰延税金資産 617,154 390,560

その他 68,031 50,423

貸倒引当金 △7,000 －

流動資産合計 17,868,636 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 △13,384 △12,191

建物及び構築物（純額） 76,151 77,344

工具、器具及び備品 18,033 18,120

減価償却累計額 △13,228 △12,303

工具、器具及び備品（純額） 4,805 5,816

土地 68,732 68,732

リース資産 2,725 2,725

減価償却累計額 △1,135 △863

リース資産（純額） 1,589 1,862

有形固定資産合計 151,279 153,756

無形固定資産 9,201 10,743

投資その他の資産   

投資有価証券 13,034 13,038

繰延税金資産 36,243 33,354

その他 109,396 86,847

投資その他の資産合計 158,675 133,239

固定資産合計 319,157 297,740

資産合計 18,187,793 18,517,262
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,542,898 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 4,955 －

前受金 3,378,538 3,216,438

引当金 35,841 35,358

その他 87,485 55,163

流動負債合計 11,973,719 13,695,267

固定負債   

長期借入金 3,075,000 1,280,000

引当金 56,128 51,462

その他 11,918 14,380

固定負債合計 3,143,046 1,345,842

負債合計 15,116,766 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 722,703 1,130,283

自己株式 △79,050 △79,050

株主資本合計 3,026,087 3,433,667

新株予約権 44,939 42,485

純資産合計 3,071,027 3,476,152

負債純資産合計 18,187,793 18,517,262
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,597,546 1,465,524

売上原価 6,846,141 1,411,087

売上総利益 751,404 54,437

販売費及び一般管理費 467,717 462,454

営業利益又は営業損失（△） 283,687 △408,017

営業外収益   

受取利息 1,938 629

固定資産税負担収入 6,635 －

その他 2,475 1,690

営業外収益合計 11,049 2,319

営業外費用   

支払利息 135,862 132,897

その他 1,798 143

営業外費用合計 137,661 133,040

経常利益又は経常損失（△） 157,075 △538,737

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（△） 157,075 △540,958

法人税、住民税及び事業税 1,145 1,200

法人税等調整額 99,683 △229,483

法人税等合計 100,828 △228,283

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56,247 △312,674
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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
（△）

157,075 △540,958

減価償却費 3,821 4,122

引当金の増減額（△は減少） △18,613 12,149

受取利息及び受取配当金 △1,938 △629

支払利息 135,862 132,897

売上債権の増減額（△は増加） △1,169 2,898

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） △322,516 △2,078,145

未収入金の増減額（△は増加） 91,434 △86

仕入債務の増減額（△は減少） △156,558 △21,408

前受金の増減額（△は減少） △162,477 162,100

その他 △188,777 △6,128

小計 6,048,326 △972,729

利息及び配当金の受取額 1,941 632

利息の支払額 △179,164 △100,854

法人税等の支払額 △359,330 △1,226

法人税等の還付額 － 42,824

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,511,773 △1,031,354

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 160,201 －

その他 － △7,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 160,201 △7,110

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △5,948,000 －

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 △300,000 △1,900,000

配当金の支払額 △284,715 △94,657

リース債務の返済による支出 △1,651 △1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,534,366 △201,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862,391 △1,239,838

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 3,443,324 1,288,432
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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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