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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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3四半期 18,124 △14.6 616 △41.6 438 △47.3 161 △42.6

22年5月期第3四半期 21,233 67.3 1,056 112.4 831 206.1 281 225.9

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3四半期 11,092.97 ―

22年5月期第3四半期 19,113.29 ―

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3四半期 20,080 3,829 18.8 259,748.73
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3四半期  3,779百万円 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 ― 0.00 ― 6,000.00 6,000.00
23年5月期 ― 0.00 ―

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  
 

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 
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3Q 14,800株 22年5月期 14,800株

② 期末自己株式数 23年5月期3Q 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3Q 14,552株 22年5月期3Q 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３四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、企業収益では持ち直しの動きがみら

れましたが、高水準な失業率、伸び悩む個人消費といった景気の先行きに対する不透明感は払拭されないまま推移

しました。 

 不動産業界においては、住宅関連税制、地価の下げ止まり感により、一部では市況回復の兆しが見え始め、新設

住宅着工戸数は全体として緩やかな増加傾向がみられましたが、厳しい所得環境や雇用情勢等により、依然として

予断を許さない状況となりました。 

 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んでまいりまし

た。また、第３四半期連結会計期間より、既存商品の販売に加えて新規格商品の販売を開始しました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

 ① 住宅事業 

   販売活動を積極的に行うとともに、更なる事業期間の短縮に取り組んでまいりました。売上高は16,601百万

円、営業利益は801百万円となりました。 

 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1,137百万円、営

業利益は190百万円となりました。 

 ③ その他の事業 

   生活関連ビジネスでは、当初の計画を下回る結果となりました。売上高は437百万円、営業損失は59百万円

となりました。 

 以上の結果により、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,124百万円(前年同期比14.6％減)、営業利益は616

百万円(前年同期比41.6％減)、経常利益は438百万円(前年同期比47.3％減)、四半期純利益は161百万円(前年同期

比42.6％減)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 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、たな卸資産の取得を主な要因として、前連結会計年度と比

較して5,143百万円増加し、20,080百万円となりました。  

② 負債 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、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、

前連結会計年度と比較して5,046百万円増加し、16,250百万円となりました。 

③ 純資産 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度と

比較して97百万円増加し、3,829百万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加による支出が

6,543百万円(前年同期は2,781百万円の収入)であったことを主な要因として、5,860百万円の支出(前年同期は

3,391百万円の収入)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、160百万円の支出(前年同期比

43.2％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

たこと等により、4,415百万円の収入(前年同期は3,115百万円の支出)となりました。 

 以上の結果により、現金及び現金同等物は1,606百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は1,674百万

円(前年同期比12.8％減)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１月６日の予想より変更しておりません。 

 なお、東北地方太平洋沖地震の影響により、業界全体として住宅資材の調達が不安定な状況となっております。

当グループへの影響については現在調査中でありますが、適時開示が必要となる場合には、速やかに開示を行いま

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 1,711,962 3,317,990

完成工事未収入金 40,372 30,064

売掛金 42,510 59,384

販売用不動産 6,377,152 4,326,953

仕掛販売用不動産 6,322,705 2,852,179

商品 7,479 4,163

未成工事支出金 1,709,878 691,546

原材料 22,907 22,111

その他 748,486 494,314

流動資産合計 16,983,454 11,798,710

固定資産   

有形固定資産 2,683,778 2,767,521

無形固定資産 74,411 85,882

投資その他の資産 338,413 284,644

固定資産合計 3,096,603 3,138,048

資産合計 20,080,057 14,936,759

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,939,670 1,092,948

買掛金 102,520 95,623

1年内償還予定の社債 150,000 284,000

短期借入金 9,658,885 3,852,645

1年内返済予定の長期借入金 673,110 1,866,610

未払法人税等 119,933 438,473

賞与引当金 48,327 4,685

完成工事補償引当金 89,090 85,020

その他 696,230 747,317

流動負債合計 13,477,767 8,467,322

固定負債   

社債 660,000 160,000

長期借入金 1,431,624 1,883,082

退職給付引当金 6,212 5,617

役員退職慰労引当金 104,173 99,300

資産除去債務 5,613 －

その他 564,774 588,557

固定負債合計 2,772,397 2,736,556

負債合計 16,250,165 11,203,879
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 3,273,307 3,199,194

自己株式 △40,454 △40,454

株主資本合計 3,781,472 3,707,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,608 △1,405

評価・換算差額等合計 △1,608 △1,405

少数株主持分 50,028 26,926

純資産合計 3,829,892 3,732,880

負債純資産合計 20,080,057 14,936,759
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(2) 四半期連結損益計算書 
 (第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 21,233,483 18,124,770

売上原価 18,579,027 15,560,886

売上総利益 2,654,456 2,563,883

販売費及び一般管理費 1,597,783 1,947,201

営業利益 1,056,672 616,682

営業外収益   

受取利息 189 1,189

受取手数料 10,217 10,708

違約金収入 4,237 8,958

その他 9,975 9,898

営業外収益合計 24,619 30,755

営業外費用   

支払利息 177,989 168,186

社債発行費 － 8,627

その他 71,885 32,173

営業外費用合計 249,874 208,987

経常利益 831,417 438,450

特別損失   

固定資産除却損 10,499 2,116

減損損失 172,513 4,485

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 183,012 7,455

税金等調整前四半期純利益 648,404 430,995

法人税等 347,689 246,468

少数株主損益調整前四半期純利益 － 184,527

少数株主利益 19,691 23,102

四半期純利益 281,022 161,424
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28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 648,404 430,995

減価償却費 206,337 187,272

のれん償却額 19,266 19,266

減損損失 172,513 4,485

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 △1,103 △1,663

支払利息 177,989 168,186

売上債権の増減額（△は増加） 14,212 6,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,781,825 △6,543,166

仕入債務の増減額（△は減少） △313,448 853,619

その他 142,412 △173,285

小計 3,848,409 △5,073,723

利息及び配当金の受取額 1,103 1,663

利息の支払額 △179,248 △180,801

法人税等の支払額 △278,823 △608,075

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,391,441 △5,860,937

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 △206,577 △89,993

その他 △76,542 △70,745

投資活動によるキャッシュ・フロー △283,119 △160,738

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 8,177,632 15,198,650

短期借入金の返済による支出 △8,818,302 △9,392,410

長期借入れによる収入 722,568 220,000

長期借入金の返済による支出 △3,146,787 △1,864,957

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 △11,936 △15,683

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 △3,115,793 4,415,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,471 △1,606,027

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 1,919,647 1,674,462
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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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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  15,697,008  5,536,474  21,233,483  －  21,233,483

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 635  27,368  28,003 (28,003)  －

計  15,697,643  5,563,843  21,261,486 (28,003)  21,233,483

営業利益  867,459  505,439  1,372,899 (316,226)  1,056,672
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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３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28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△315,534千円には、セグメント間取引消去21,218千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△336,753千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 16,601,400 1,135,066 388,302 18,124,770 － 18,124,770 

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

465 1,949 48,954 51,368 △51,368 － 

計 16,601,865 1,137,015 437,257 18,176,139 △51,368 18,124,770 

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
801,340 190,699 △59,823 932,216 △315,534 616,682 

(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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間及び当第３四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  15,237,534 ― 

合計  15,237,534 ― 

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  495  18,329,743 ―  121  4,216,087 ― 

合計  495  18,329,743 ―  121  4,216,087 ― 

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  408  16,601,400 ― 

ＡＭ事業 ―  1,135,066 ― 

その他事業 ―  388,302 ― 

合計  408  18,124,770 ― 

相手先 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年６月１日 
至 平成23年２月28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  16.7  －  －
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