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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30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2四半期 13,130 △16.7 615 △24.4 491 △24.9 224 3.9
22年5月期第2四半期 15,762 69.5 813 54.9 654 78.2 215 6.0

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2四半期 15,425.42 ―

22年5月期第2四半期 14,687.30 ―

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2四半期 18,107 3,885 21.2 264,043.21
22年5月期 14,936 3,732 24.8 254,669.70

（参考） 自己資本  23年5月期第2四半期  3,842百万円 22年5月期  3,705百万円

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 ― ― ― 6,000.00 6,000.00

23年5月期 ― ―

23年5月期 
（予想）

― 10,000.00 10,000.00

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、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  
業績予想の修正については、平成23年1月6日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 29,815 1.9 1,496 5.4 1,213 6.4 604 48.8 41,506.32



(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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表 
に対する四半期レビュー手続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 
現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と 
大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】P.2「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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2Q 14,552株 22年5月期 14,552株

② 期末自己株式数 23年5月期2Q 248株 22年5月期 248株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 14,552株 22年5月期2Q 14,703株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレ環境が続くなか、企業の設備投資に一部持ち直しの動

きがみられましたが、高水準な失業率、伸び悩む個人消費、急激な円高の進行などを背景に、先行きに対する不透

明感は払拭できず、全体としては低調に推移しました。 

不動産業界においては、住宅エコポイント制度、住宅関連税制、地価の下げ止まり感により一部回復の兆しが見

え始めたものの、厳しい所得環境や雇用情勢などにより、新設住宅着工戸数は依然として低水準で推移しておりま

す。 

このような状況下、当グループの主力事業であります住宅事業では、販売活動に積極的に取り組むとともに、子

会社で新規格商品を投入するなど商品開発にも注力してまいりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

① 住宅事業 

一次取得者層の旺盛な需要に支えられ、一部の物件が計画より早期に販売が完了しました。また、販売費を

含む建物１戸当たりのコスト削減への取り組みも業績に寄与しました。売上高は12,085百万円、営業利益は

733百万円となりました。 

② ＡＭ(アセットマネジメント)事業 

ゴルフ場の来場者数が概ね計画どおりであったため、業績は堅調に推移しました。売上高は759百万円、営

業利益は134百万円となりました。 

③ その他の事業 

生活関連ビジネスでは、当初計画を下回る結果となりました。売上高は318百万円、営業損失は43百万円と

なりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は13,130百万円(前年同期比16.7％減)、営業利益は615百万円(前

年同期比24.4％減)、経常利益は491百万円(前年同期比24.9％減)、四半期純利益は224百万円(前年同期比3.9％増)

となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

資産合計は、たな卸資産の取得を主な要因として、前連結会計年度末と比較して3,170百万円増加し、18,107

百万円となりました。 

② 負債 

 負債合計は、たな卸資産の取得に伴う借入金の増加を主な要因として、前連結会計年度末と比較して3,017百

万円増加し、14,221百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産合計は、利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度末と比較して152百万円増加し、3,885百

万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が484百万円(前年同期比2.2％増)、たな卸資

産の増加による支出が2,881百万円(前年同期は2,366百万円の収入)であったことを主な要因として、2,393百万

円の支出(前年同期は3,283百万円の収入)となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得等により、101百万円の支出(前年同期比

42.6％減)となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れ及び社債の発行による収入が借入金の返済による支出を上回っ

たことなどにより、2,614百万円の収入(前年同期は2,625百万円の支出)となりました。 

 以上の結果により、現金及び現金同等物は118百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は3,399百万円

(前年同期比41.1％増)となりました。  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月期の通期業績予想に関しては、主力事業であります住宅事業において、事業期間の更なる短縮に取

り組むとともに、引き続き販売活動に注力してまいります。また、既存商品の売上に加えて新規格商品の売上を予

定しております。しかし、主力商品であります分譲住宅では、当第２四半期連結累計期間の業績と現況を勘案した

結果、用地取得が当初の計画を下回り、下半期における商品供給が減少する見込みです。当該商品供給の減少に伴

い、通期の売上高及び利益についても前回予想を下回ることが見込まれるため、平成23年１月６日で業績予想を変

更しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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(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 

ａ 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計上する 

方法によっております。 

ｂ 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及び一時差異等の発生 

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

(3) 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。この変更により損益に与える影響は軽微であります。  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30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 3,436,929 3,317,990

完成工事未収入金 33,024 30,064

売掛金 62,721 59,384

販売用不動産 3,250,544 4,326,953

仕掛販売用不動産 6,000,883 2,852,179

商品 7,723 4,163

未成工事支出金 1,496,022 691,546

原材料 22,790 22,111

その他 660,472 494,314

流動資産合計 14,971,114 11,798,710

固定資産   

有形固定資産 2,739,092 2,767,521

無形固定資産 67,766 85,882

投資その他の資産 329,410 284,644

固定資産合計 3,136,269 3,138,048

資産合計 18,107,383 14,936,759

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,638,328 1,092,948

買掛金 62,324 95,623

1年内償還予定の社債 150,000 284,000

短期借入金 7,553,534 3,852,645

1年内返済予定の長期借入金 914,610 1,866,610

未払法人税等 262,881 438,473

賞与引当金 20,915 4,685

完成工事補償引当金 90,920 85,020

その他 725,020 747,317

流動負債合計 11,418,535 8,467,322

固定負債   

社債 660,000 160,000

長期借入金 1,488,776 1,883,082

退職給付引当金 5,659 5,617

役員退職慰労引当金 102,550 99,300

資産除去債務 5,598 －

その他 540,582 588,557

固定負債合計 2,803,166 2,736,556

負債合計 14,221,701 11,203,879
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,125 279,125

資本剰余金 269,495 269,495

利益剰余金 3,336,352 3,199,194

自己株式 △40,454 △40,454

株主資本合計 3,844,518 3,707,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,161 △1,405

評価・換算差額等合計 △2,161 △1,405

少数株主持分 43,324 26,926

純資産合計 3,885,681 3,732,880

負債純資産合計 18,107,383 14,936,759
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(2) 四半期連結損益計算書 
 (第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 15,762,344 13,130,336

売上原価 13,891,535 11,196,585

売上総利益 1,870,809 1,933,750

販売費及び一般管理費 1,056,938 1,318,221

営業利益 813,870 615,529

営業外収益   

受取利息 118 1,100

受取手数料 7,000 8,190

違約金収入 － 3,777

その他 7,347 5,763

営業外収益合計 14,466 18,832

営業外費用   

支払利息 126,210 107,973

社債発行費 － 8,627

資金調達費用 37,903 9,804

その他 9,418 16,525

営業外費用合計 173,532 142,930

経常利益 654,804 491,430

特別損失   

固定資産除却損 8,081 1,722

減損損失 172,513 4,225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 852

特別損失合計 180,594 6,801

税金等調整前四半期純利益 474,209 484,629

法人税等 242,385 243,760

少数株主損益調整前四半期純利益 － 240,868

少数株主利益 15,876 16,398

四半期純利益 215,947 224,470
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30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 474,209 484,629

減価償却費 141,074 125,581

減損損失 172,513 4,225

のれん償却額 12,844 12,844

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △26,000

受取利息及び受取配当金 △1,001 △1,538

支払利息 126,210 107,973

売上債権の増減額（△は増加） 9,025 △6,296

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,366,886 △2,881,009

仕入債務の増減額（△は減少） 90,765 512,081

その他 183,464 △178,963

小計 3,575,992 △1,846,471

利息及び配当金の受取額 1,001 1,538

利息の支払額 △126,586 △117,612

法人税等の支払額 △166,434 △431,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,283,972 △2,393,914

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 △143,128 △49,399

その他 △33,285 △51,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △176,413 △101,282

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,389,332 10,373,250

短期借入金の返済による支出 △6,271,487 △6,672,361

長期借入れによる収入 574,600 220,000

長期借入金の返済による支出 △2,271,267 △1,566,305

社債の発行による収入 － 591,372

社債の償還による支出 △14,000 △234,000

リース債務の返済による支出 △7,534 △10,497

配当金の支払額 △24,966 △87,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,625,323 2,614,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 482,235 118,939

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,118 3,280,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,409,354 3,399,429
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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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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 各区分の主な商品 

(1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

(2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売、ゴルフ場サ

ービスの提供、生活関連サービスの提供 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

在外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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高がないため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) セグメント情報

  
住宅事業 
(千円) 

都市事業
(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  10,857,021  4,905,323  15,762,344  －  15,762,344

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 596  18,880  19,476 (19,476)  －

計  10,857,617  4,924,204  15,781,821 (19,476)  15,762,344

営業利益  560,886  460,673  1,021,560 (207,689)  813,870
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当グループの報告セグメントは、当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。 

 当グループは、原則として商品・サービス別に区分された事業部及び連結子会社から構成されており、事

業展開を行っております。 

 したがって、当グループは事業部及び連結子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成さ

れており、「住宅事業」及び「ＡＭ(アセットマネジメント)事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

 各報告セグメントの主要な事業内容は以下のとおりであります。 

  

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２四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日) 

(注) １ 「その他の事業」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、収益不動産の開発・賃

貸運営、生活関連ビジネス等を行っております。 

２ セグメント利益の調整額△208,905千円には、セグメント間取引消去13,931千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△222,837千円が含まれています。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(追加情報) 

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。 

住宅事業 

戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売 

戸建住宅用地の販売 

注文住宅の設計・施工 

中古不動産の加工・販売 

ＡＭ事業 ゴルフ場施設の運営受託 

  
住宅事業
(千円)  

ＡＭ事業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 
(注)１ 

合計

(千円)  

調整額 

(千円) 

(注)２  

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(千円) 
(注)３  

売上高            

外部顧客への売上高  12,085,034  759,203  286,097  13,130,336  －  13,130,336

セグメント間の内部売上高
又は振替高  465  687  32,770  33,923  △33,923  －

計  12,085,499  759,891  318,868  13,164,259  △33,923  13,130,336

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 733,819  134,106  △43,491  824,434  △208,905  615,529

(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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(1) 生産、受注及び販売の状況 

当グループの生産実績及び受注実績は住宅事業について記載しております。  

 なお、ＡＭ事業及びその他事業は、生産及び受注の形態をとらないため、該当事項はありません。 

 また、第１四半期連結会計期間より「セグメント情報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。このため、前年同四半期比については記載しておりません。 

① 生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注実績 

 当第２四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業のうち中古不動産の販売については、事業の性質上、上記には含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれてお

りません。 

３ 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

４．補足情報

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

住宅事業  10,889,845 ― 

合計  10,889,845 ― 

セグメントの名称 
受注高 受注残高 

数量(戸) 金額(千円)
前年同四半期

比(％) 
数量(戸) 金額(千円) 

前年同四半期
比(％) 

住宅事業  326  12,390,306 ―  62  2,501,389 ― 

合計  326  12,390,306 ―  62  2,501,389 ― 

セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同四半期比(％)

住宅事業  298  12,085,034 ― 

ＡＭ事業 ―  759,203 ― 

その他事業 ―  286,097 ― 

合計  298  13,130,336 ― 

相手先 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年11月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年６月１日 
至 平成22年11月30日） 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ケネディクス不動産投資法人  3,550,000  22.5  －  －
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