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1．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日）

（1）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期第2四半期 1,427 21.3 166 - 53 - △4 -
23年2月期第2四半期 1,176 △71.9 △44 - △134 - △80 -

円　銭 円　銭

24年2月期第2四半期
23年2月期第2四半期

（2）財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

24年2月期第2四半期 14,737 1,622 11.0 1,094.89
23年2月期 14,733 1,642 11.1 1,108.09

（参考）自己資本 24年2月期第2四半期　1,622百万円 23年2月期  1,642百万円

2．配当の状況

円　銭 円　銭 円　銭 円　銭 円　銭

23年2月期 - 0.00 - 10.00 10.00
24年2月期 - 0.00
24年2月期

（予想）

（注）当四半期における修正の有無　無

3．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日）
（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通期 2,400 △ 17.4 242 2.8 50 23.9 29 26.4 19.91

（注）当四半期における業績予想の修正有無　無

売上高
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4．その他　　（詳細は、【添付資料】2ページ「2.その他の情報」をご覧下さい。）
（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
　　①会計基準等の改正に伴う変更 有
　　②①以外の変更 無
　　　　（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（普通株式）
　　①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期第2Ｑ 1,518,000 株 23年2月期 1,518,000 株
　　②期末自己株式数 24年2月期第2Ｑ 35,961 株 23年2月期 35,961 株
　　③期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期第2Ｑ 1,482,039 株 23年2月期第2Ｑ 1,482,039 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、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を実施しています。

※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２四半期累計期間におけるわが国経済は、甚大な被害をもたらした東日本大震災や未だ終息の目処がつかな

い原発事故に伴う電力使用制限により企業活動が停滞し、さらにデフレや急激な円高の進行により、経済活動が大

幅に落ち込み、景気の先行き不透明感が高まる結果となりました。  

  不動産業界におきましては、住宅ローン減税等の経済対策効果もあり、緩やかな回復傾向が見られたものの、厳

しい雇用・所得環境に加え、東日本大震災の影響により、不動産取引は総じて低調に推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社は宅地開発事業として宅地開発３物件14区画を引渡し、賃貸・管理事業として商業

施設等８物件の事業活動をいたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高1,427,483千円（前年同四半期比21.3％増）、営業利益

166,586千円（前年同四半期は営業損失44,709千円）、経常利益53,797千円（前年同四半期は経常損失134,250千

円）、四半期純損失4,746千円（前年同四半期は四半期純損失80,644千円）となりました。 

  

 セグメント別販売実績は、次のとおりとなります。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間末における総資産につきましては、前事業年度末に対し 千円増加の 千円

となりました。これは主にたな卸資産の増加 千円、有形固定資産の減少 千円、現金及び預金の減少

千円及び投資その他の資産の増加 千円によるものであります。 

 負債合計は前事業年度末に対し 千円増加の 千円となりました。これは主に借入金の増加による

ものであります。 

 純資産合計は 千円減少の 千円となりました。これは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） 

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に対して

千円減少の 千円となりました。  

  営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加 千円、未払金の減少 千円及び長期預り

保証金の増加 千円等により、 千円の減少（前年同四半期は 千円の増加）となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の差入による支出等により 千円の減少（前年同

四半期は 千円の減少）となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入及び返済等により 千円の増加（前年同四半期は

千円の増加）となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年４月14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

セグメントの名称  金  額 内  容  

開発・販売事業 千円 385,540  宅地開発３物件14区画     

賃貸・管理事業 千円 1,041,943  ８物件     

合 計 千円 1,427,483      

4,727 14,737,779

153,971 87,313

429,662 395,959

24,294 13,115,107

19,566 1,622,671

429,662 169,723

153,971 220,218

171,193 54,644 147,418

399,479

1,964,909

24,461

1,524,964
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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 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

（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」等の適用） 

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利益及び経常利益がそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純損失は

千円増加しております。  

  

２．その他の情報

267

3,347
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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23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 169,723 599,386

売掛金 194,453 111,082

販売用不動産 ※3  2,142,289 ※3  758,893

仕掛販売用不動産 ※3  482,667 ※3  1,712,091

その他 139,694 251,464

流動資産合計 3,128,827 3,432,918

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※3  3,602,236 ※3  3,689,633

土地 ※3  6,936,438 ※3  6,936,438

その他（純額） 7,072 6,989

有形固定資産合計 ※1  10,545,747 ※1  10,633,061

無形固定資産 2,149 1,977

投資その他の資産 1,061,054 665,094

固定資産合計 11,608,951 11,300,133

資産合計 14,737,779 14,733,052

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,978 3,021

短期借入金 ※3  6,006,000 ※3  2,218,000

関係会社短期借入金 1,450,000 5,550,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3  568,751 ※3  334,400

1年内償還予定の社債 28,000 28,000

未払法人税等 2,250 13,592

その他 380,880 580,063

流動負債合計 8,438,860 8,727,078

固定負債   

社債 116,000 130,000

長期借入金 ※3  3,470,708 ※3  3,322,745

その他 1,089,538 910,989

固定負債合計 4,676,246 4,363,735

負債合計 13,115,107 13,090,813

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 785,573 805,140

自己株式 △16,501 △16,501

株主資本合計 1,622,671 1,642,238

純資産合計 1,622,671 1,642,238

負債純資産合計 14,737,779 14,733,052
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 1,176,838 1,427,483

売上原価 1,029,237 1,054,293

売上総利益 147,601 373,190

販売費及び一般管理費 ※  192,310 ※  206,603

営業利益又は営業損失（△） △44,709 166,586

営業外収益   

違約金収入 600 －

法人税等還付加算金 1,557 －

不動産取得税還付金 3,815 －

消費税等還付加算金 － 1,378

買取債権取立益 － 1,200

その他 486 359

営業外収益合計 6,459 2,937

営業外費用   

支払利息 78,627 98,778

その他 17,372 16,947

営業外費用合計 96,000 115,725

経常利益又は経常損失（△） △134,250 53,797

特別利益   

資産除去債務履行差額 － 681

特別利益合計 － 681

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,761

解約違約金 － 55,000

特別損失合計 － 58,761

税引前四半期純損失（△） △134,250 △4,282

法人税、住民税及び事業税 282 647

法人税等調整額 △53,887 △183

法人税等合計 △53,605 464

四半期純損失（△） △80,644 △4,746
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 223,062 963,499

売上原価 176,560 695,835

売上総利益 46,502 267,663

販売費及び一般管理費 ※  93,023 ※  133,101

営業利益又は営業損失（△） △46,521 134,562

営業外収益   

違約金収入 100 －

法人税等還付加算金 1,557 －

買取債権取立益 － 600

その他 486 56

営業外収益合計 2,143 656

営業外費用   

支払利息 43,538 51,247

その他 6,630 8,756

営業外費用合計 50,168 60,003

経常利益又は経常損失（△） △94,546 75,215

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10,229

資産除去債務履行差額 － 681

特別利益合計 － 10,910

特別損失   

解約違約金 － 50,000

特別損失合計 － 50,000

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △94,546 36,125

法人税、住民税及び事業税 141 323

法人税等調整額 △37,923 10,271

法人税等合計 △37,782 10,595

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,764 25,530
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △134,250 △4,282

減価償却費 1,218 90,548

受取利息及び受取配当金 △58 △31

支払利息 78,627 98,778

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,761

資産除去債務履行差額 － △681

売上債権の増減額（△は増加） 384 △83,371

たな卸資産の増減額（△は増加） 431,600 △153,971

前払費用の増減額（△は増加） △3,879 4,786

支払手形の増減額（△は減少） △171,695 －

工事未払金の増減額（△は減少） △26,326 △43

未払金の増減額（△は減少） △1,984 △220,218

未払費用の増減額（△は減少） △1,005 119

前受金の増減額（△は減少） 22,926 6,214

長期預り保証金の増減額（△減少） － 171,193

その他 △19,936 144,380

小計 175,621 57,183

利息及び配当金の受取額 58 31

利息の支払額 △88,550 △100,075

法人税等の支払額 － △11,784

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 147,418 △54,644

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 △2,114,890 △1,580

有形固定資産の売却による収入 149,950 －

無形固定資産の取得による支出 － △332

敷金及び保証金の差入による支出 △10 △437,574

敷金及び保証金の回収による収入 39 40,280

その他 － △273

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,964,909 △399,479

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 1,436,547 －

短期借入金の返済による支出 △3,086,000 △312,000

長期借入れによる収入 3,430,000 604,561

長期借入金の返済による支出 △226,666 △239,367

社債の償還による支出 △14,000 △14,000

配当金の支払額 △14,917 △14,732

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,524,964 24,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,526 △429,662

現金及び現金同等物の期首残高 787,689 599,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  495,163 ※  169,723
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 該当事項はありません。  

  

 １．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、不動産業を中心に事業展開を行っており、「開発・販売事業」、「賃貸・管理事業」を報告セグメ

ントとしております。  

 「開発・販売事業」は、マンション開発、買取再販、宅地開発、商業施設開発・再開発・用途転換を行って

おります。 

 「賃貸・管理事業」は、商業施設賃貸、商業施設運営管理、土地・建物賃貸を行っております。  

  

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２四半期累計期間（自平成23年３月１日 至平成23年８月31日）  

 （単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 第１四半期会計期間より、「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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

  

 報告セグメント 

  
調整額   

（注１）  

四半期損益計算

書計上額  

（注２） 
  開発・販売事業 賃貸・管理事業 計  

売上高            

（1）外部顧客へ

の売上高 
  385,540  1,041,943  1,427,483      －  1,427,483

（2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高  

     －      －      －      －      －

計    385,540  1,041,943  1,427,483      －  1,427,483

セグメント利益

又は損失（△）
  △2,028   284,943   282,914   △116,328   166,586

△116,328

（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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