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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3月期第3四半期 12,329 61.5 1,211 ― 1,034 ― 606 ―

22年3月期第3四半期 7,632 ― 88 ― △87 ― △113 ―

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3四半期 15,969.33 15,811.06
22年3月期第3四半期 △2,984.87 ―

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3四半期 10,052 3,989 39.2 103,919.44
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3四半期  3,944百万円 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  有  
 

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 1,030 ― 780 ― 360 ― 9,483.17



(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「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 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3Q 38,940株 22年3月期  38,940株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  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3Q 37,962株 22年3月期3Q 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社の第３四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、販売方針の変更等により、第１四半期会計期間

において東京都中央区にある事業用地を、第３四半期会計期間においては「鳥居坂プロジェクト」を一棟にて売却

しました。これにより、不動産販売事業売上高は121億９千２百万円となりました。 

 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および賃貸収入等により１億 

３千６百万円を計上しました結果、売上高は123億２千９百万円（前年同期比61.5％増）となりました。 

 一方、利益面では、売上原価が104億７百万円、販売費及び一般管理費が７億９百万円となりましたため、営業

利益として12億１千１百万円（前年同期は営業利益８千８百万円）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で１億７千９百万円を計上しました結果、経常利益は10億３千４百万円（前年

同期は経常損失８千７百万円）となりました。その結果、四半期純利益は６億６百万円（前年同期は四半期純損失

１億１千３百万円）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３四半期会計期間末における資産合計は100億５千２百万円となり、前事業年度末比84億６千５百万円 

減少しました。これは主に上述しました販売用不動産の引渡しによりたな卸資産が78億９千９百万円減少した 

こと、および回収可能性が不透明のため繰延税金資産が４億２千３百万円減少したことによるものであります。

 負債合計は60億６千２百万円となり、前事業年度末比89億７千８百万円減少しました。これは、主に仕掛品の

増加に伴い長期借入金が22億４千９百万円増加したものの、上述しました販売用不動産の引渡し等により短期お

よび１年内返済予定の長期借入金が69億円、前受金が28億９千９百万円減少したことによるものであります。 

 純資産合計は、39億８千９百万円となり、前事業年度末比５億１千３百万円の増加となりました。これは、 

主に四半期純利益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３四半期累計期間における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、前事業年度末比９千 

５百万円減少し、24億３千３百万円となりました。 

 当第３四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３四半期累計期間において営業活動の結果取得した資金は46億５千９百万円（前年同期は48億６千１百

万円の取得）となりました。 

 これは、税引前四半期純利益を計上したことや販売用不動産の引渡しにより資金が増加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３四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５億６千万円の取得）

となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は47億４千７百万円（前年同期は90億３百万円

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借入金の返済およ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。 

  

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３四半期累計期間までの業績を踏まえ、平成22年５月14日に公表しました「平成23年３月期の業績予想（通

期）」を以下のとおり変更いたします。 

 売上高につきましては前回予想と同額を予想しておりますが、利益面において第３四半期会計期間にたな卸資産

評価損を売上原価に計上したこと等から、営業利益は前回予想値を１億２千万円下回る10億３百万円を見込んでお

ります。 

 経常利益においては、支払利息の減少が見込まれまれる一方で、上述しましたたな卸資産評価損等の影響により

前回予想値を７千万円下回る７億８千万円を見込んでおります。 

 当期純利益においては、繰延税金資産の取り崩しにより法人税等調整額が増加したことにより、前回予想値を 

１億４千万円下回る３億６千万円を見込んでおります。 

 平成22年５月14日に公表いたしました業績予想との差異は以下のとおりです。 

（個別通期） 

  

  

（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）

および「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３四半期累計期間の営業利益、経常利益は 千円、税引前四半期純利益は 千円それ

ぞれ減少しております。 

  

（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。 

  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 

前回発表予想（Ａ）  13,200  1,150  850  500  13,171  07

今回修正予想（Ｂ）  13,200  1,030  780  360  9,483  17

増減額（Ｂ－Ａ） －  △120  △70  △140 －   

増減率（％） －  △10.4  △8.2  △28.0 －   

前期実績  7,669  △621  △841  △846  △22,302  05

２．その他の情報

332 2,545
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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12月31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 2,533,174 2,628,271

売掛金 6,509 9,277

販売用不動産 － 10,266,426

仕掛品 7,171,085 4,804,522

未収入金 5,045 70,039

繰延税金資産 － 390,560

その他 57,543 50,423

貸倒引当金 △7,000 －

流動資産合計 9,766,358 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 △13,980 △12,191

建物及び構築物（純額） 75,555 77,344

工具、器具及び備品 16,795 18,120

減価償却累計額 △13,269 △12,303

工具、器具及び備品（純額） 3,525 5,816

土地 68,732 68,732

リース資産 2,725 2,725

減価償却累計額 △1,271 △863

リース資産（純額） 1,453 1,862

有形固定資産合計 149,267 153,756

無形固定資産 8,430 10,743

投資その他の資産   

投資有価証券 13,033 13,038

繰延税金資産 － 33,354

その他 115,024 86,847

投資その他の資産合計 128,057 133,239

固定資産合計 285,756 297,740

資産合計 10,052,114 18,517,262
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 125,394 1,564,306

短期借入金 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 10,138 －

前受金 316,975 3,216,438

引当金 14,019 35,358

その他 73,694 55,163

流動負債合計 2,464,223 13,695,267

固定負債   

長期借入金 3,529,500 1,280,000

引当金 57,664 51,462

その他 11,014 14,380

固定負債合計 3,598,178 1,345,842

負債合計 6,062,401 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 1,641,606 1,130,283

自己株式 △79,050 △79,050

株主資本合計 3,944,989 3,433,667

新株予約権 44,723 42,485

純資産合計 3,989,712 3,476,152

負債純資産合計 10,052,114 18,517,262
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,632,376 12,329,145

売上原価 6,868,154 10,407,563

売上総利益 764,221 1,921,581

販売費及び一般管理費 675,596 709,769

営業利益 88,625 1,211,812

営業外収益   

受取利息 4,509 762

固定資産税負担収入 6,635 －

その他 2,645 1,927

営業外収益合計 13,790 2,690

営業外費用   

支払利息 188,278 179,573

その他 1,798 143

営業外費用合計 190,077 179,716

経常利益又は経常損失（△） △87,661 1,034,785

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 － 729

特別損失合計 － 2,943

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △87,661 1,031,842

法人税、住民税及び事業税 1,717 1,700

法人税等調整額 23,932 423,914

法人税等合計 25,650 425,614

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,311 606,227
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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
（△）

△87,661 1,031,842

減価償却費 5,732 6,182

引当金の増減額（△は減少） △30,126 △8,136

受取利息及び受取配当金 △4,509 △762

支払利息 188,278 179,573

売上債権の増減額（△は増加） △10,987 2,768

販売用不動産の増減額（△は増加） 6,512,183 10,266,426

仕掛品の増減額（△は増加） △408,339 △2,366,563

未収入金の増減額（△は増加） 92,297 △56

仕入債務の増減額（△は減少） △306,361 △1,438,912

前受金の増減額（△は減少） △145,159 △2,899,462

その他 △349,688 25,028

小計 5,455,659 4,797,928

利息及び配当金の受取額 4,514 768

利息の支払額 △237,296 △180,541

法人税等の支払額 △361,162 △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 4,861,715 4,659,752

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

定期預金の払戻による収入 400,000 －

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 560,201 △7,110

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） △2,716,000 △5,000,000

長期借入れによる収入 － 2,249,500

長期借入金の返済による支出 △6,000,000 △1,900,000

配当金の支払額 △284,715 △94,652

リース債務の返済による支出 △2,489 △2,585

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,003,204 △4,747,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,581,287 △95,096

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 724,429 2,433,174
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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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