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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 1,987 △56.5 △60 ― △200 ― △198 ―
22年2月期第3四半期 4,564 ― 286 ― 255 ― 151 ―

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2月期第3四半期 △133.71 ―
22年2月期第3四半期 100.35 ―

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2月期第3四半期 12,585 1,420 11.3 958.64
22年2月期 9,684 1,633 16.9 1,102.34

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  1,420百万円 22年2月期  1,633百万円

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2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 2,400 △53.2 320 36.8 40 △74.7 23 △74.9 15.55



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、２ページ「２．その他の情報（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 詳細は、２ページ「２．その他の情報」をご覧ください。

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） 23年2月期3Q 1,518,000株 22年2月期  1,518,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  35,961株 22年2月期  35,961株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 1,482,039株 22年2月期3Q 1,508,824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四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長や政府の経済対策等により企業業績や個人消費

に回復の兆しが見られるものの、円高や株安、依然として厳しい雇用環境を背景に、景気の先行き不透明感は払拭

できない状況が続いております。 

  不動産業界におきましては、住宅ローン減税や長期優良住宅減税などの住宅取得優遇策等が下支えとなり、一部

に明るさが見られるものの、本格的な回復にはなお一層の時間を要するものと思われます。 

 このような状況のもと、当社はデベロップメント事業として自社開発マンション及び宅地開発等６物件56戸・区

画、リセール事業として再販マンション及び宅地等３物件50戸・区画を引渡しました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高1,987,587千円（前年同四半期比56.5％減）、営業損失

60,534千円（前年同四半期は営業利益286,188千円）、経常損失200,410千円（前年同四半期は経常利益255,586千

円）、四半期純損失198,156千円（前年同四半期は四半期純利益151,411千円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に対して2,901,015千円増加の12,585,359千円となりました。

これは主にたな卸資産の減少1,323,453千円、有形固定資産の増加3,054,009千円、ならびに敷金及び保証金の増加

1,500,397千円によるものであります。 

 負債は、前事業年度末に対して3,113,992千円増加の1,164,622千円となりました。これは主に長期借入金の増加

によるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に対して212,977千円減少の1,420,737千円となりました。これは主に利益剰余金の減少

によるものであります。  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当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。）の残高は368,033千円となり、前事

業年度末と比べて419,655千円の減少となりました。  

  当四半期会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」は、567,045千円の収入（前年同四半期は178,413千円の支出）となりま

した。これは主にたな卸資産の減少による収入1,024,789千円、支払手形の決済による支出319,410千円、税引前四

半期純損失の計上200,410千円等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」は、4,053,497千円の支出（前年同四半期は30,275千円の支出）となり

ました。これは主に有形固定資産の取得2,703,051千円、敷金及び保証金の差入れによる支出1,500,437千円であり

ます。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、3,066,796千円の収入（前年同四半期は113,348千円の収入）となり

ました。これは主に借入金の増加によるものであります。 

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成22年４月14日に公表しました予想値から修正は行っておりません。 

  

  

（１）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 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断において、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、

かつ、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められる場合には、前事業年度に使用した業績予

想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

    定率法により減償却費の年度計上額を期間按分して算定する方法によっております。  

２．四半期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。  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,033 787,689

販売用不動産 787,245 1,562,734

仕掛販売用不動産 1,957,775 2,505,740

その他 199,250 109,055

流動資産合計 3,312,305 4,965,219

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,145,472 38,483

土地 5,274,466 217,055

建設仮勘定 305,667 4,420,810

その他（純額） 5,757 1,005

有形固定資産合計 7,731,364 4,677,355

無形固定資産 2,051 2,274

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,527,223 26,825

その他 12,414 12,667

投資その他の資産合計 1,539,637 39,493

固定資産合計 9,273,054 4,719,124

資産合計 12,585,359 9,684,343

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 319,410

工事未払金 9,255 34,997

短期借入金 6,874,000 6,806,500

1年内返済予定の長期借入金 370,664 33,332

1年内償還予定の社債 28,000 28,000

その他 378,701 146,947

流動負債合計 7,660,621 7,369,186

固定負債   

社債 130,000 158,000

長期借入金 3,187,504 481,668

その他 186,496 41,775

固定負債合計 3,504,000 681,443

負債合計 11,164,622 8,050,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 848,800 848,800

資本剰余金 4,800 4,800

利益剰余金 583,638 796,615

自己株式 △16,501 △16,501

株主資本合計 1,420,737 1,633,714

純資産合計 1,420,737 1,633,714

負債純資産合計 12,585,359 9,684,343
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 4,564,471 1,987,587

売上原価 3,768,583 1,734,750

売上総利益 795,887 252,837

販売費及び一般管理費 509,699 313,371

営業利益又は営業損失（△） 286,188 △60,534

営業外収益   

違約金収入 69,358 600

不動産取得税還付金 － 3,815

法人税等還付加算金 － 1,557

その他 371 1,205

営業外収益合計 69,729 7,178

営業外費用   

支払利息 81,108 124,024

その他 19,222 23,029

営業外費用合計 100,331 147,053

経常利益又は経常損失（△） 255,586 △200,410

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 255,586 △200,410

法人税、住民税及び事業税 79,009 447

法人税等調整額 25,165 △2,700

法人税等合計 104,175 △2,253

四半期純利益又は四半期純損失（△） 151,411 △198,156
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 377,268 810,748

売上原価 288,498 705,512

売上総利益 88,769 105,235

販売費及び一般管理費 101,260 121,061

営業損失（△） △12,490 △15,825

営業外収益   

受取利息 0 0

受取賃貸料 － 718

営業外収益合計 0 719

営業外費用   

支払利息 31,766 45,396

その他 11,941 5,657

営業外費用合計 43,708 51,053

経常損失（△） △56,198 △66,159

税引前四半期純損失（△） △56,198 △66,159

法人税、住民税及び事業税 △31,935 165

法人税等調整額 9,313 51,187

法人税等合計 △22,621 51,352

四半期純損失（△） △33,576 △117,512
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

255,586 △200,410

減価償却費 2,257 17,336

受取利息及び受取配当金 △175 △58

違約金収入 △66,878 －

支払利息 81,108 124,024

社債発行費 4,819 －

売上債権の増減額（△は増加） 152,742 △22,945

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,619,736 1,024,789

出資金の増減額（△は増加） △323,758 －

前渡金の増減額（△は増加） 18,000 －

前払費用の増減額（△は増加） 7,322 △299

支払手形の増減額（△は減少） △2,490,200 △319,410

工事未払金の増減額（△は減少） △115,081 △25,741

未払金の増減額（△は減少） △102,258 24,850

未払費用の増減額（△は減少） △2,797 △1,469

前受金の増減額（△は減少） △110,490 4,979

長期預り保証金の増減額（△は減少） － 146,437

その他 144,855 △95,006

小計 74,789 677,076

利息及び配当金の受取額 175 58

利息の支払額 △79,328 △155,456

法人税等の支払額 △174,050 △14,922

法人税等の還付額 － 60,289

営業活動によるキャッシュ・フロー △178,413 567,045

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 △30,255 △2,703,051

有形固定資産の売却による収入 － 149,950

敷金及び保証金の差入による支出 △20 △1,500,437

敷金及び保証金の回収による収入 － 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,275 △4,053,497

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 3,800,000 5,536,547

短期借入金の返済による支出 △1,572,488 △5,470,000

長期借入れによる収入 576,000 3,430,000

長期借入金の返済による支出 △2,800,000 △386,832

社債の発行による収入 195,181 －

社債の償還による支出 △14,000 △28,000

自己株式の取得による支出 △11,851 －

配当金の支払額 △59,492 △14,919

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,348 3,066,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,339 △419,655

現金及び現金同等物の期首残高 768,310 787,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 672,971 368,033
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（１）販売の状況 

  当第３四半期累計期間の販売実績を事業形態ごとに示すと次のとおりです。 

  （注）上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

   

  

（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

４．補足情報

区  分 
当第３四半期会計期間 
自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日 

前年同期比（％） 

デベロップメント事業（千円）  1,235,272  80.2

リ セ ー ル 事業（千円）  612,452  20.7

インベストメント事業（千円）    －    －

そ    の    他（千円）  139,863  860.7

    合 計    （千円）  1,987,587  43.5
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