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1．平成24年2月期第3四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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3四半期 2,313 16.4 168 - 7 - △ 57 -
23年2月期第3四半期 1,987 △ 56.5 △ 60 - △ 200 - △ 198 -

円　銭 円　銭

24年2月期第3四半期
23年2月期第3四半期

（2）財政状態

百万円 百万円 ％ 円　銭

24年2月期第3四半期 14,295 1,569 11.0 1,059.14
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3四半期　1,569百万円 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

営業利益 経常利益

潜在株式調整後1株当たり四
半期純利益

-
-△ 133.71
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1株当たり四半期純利益

四半期純利益

△ 38.96

売上高

1株当たり純資産純資産 自己資本比率総資産

10.00

営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益

合計第3四半期末第2四半期末 期末

10.00

売上高

第1四半期末

年間配当金
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4．その他　　（詳細は、【添付資料】3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3Ｑ 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3Ｑ 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3Ｑ 1,482,039 株 23年2月期第3Ｑ 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は実施済です。

※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、東日本大震災や原発事故等による景気の大幅な落ち込みや企業活動

の停滞から回復の兆しが見られたものの、デフレ経済や円高の長期化、さらに海外においては欧州の財政不安や新

興国の成長鈍化など世界的な経済不安が相俟って、依然として厳しい状況が続いております。 

  不動産業界におきましては、住宅ローン減税等の経済対策効果や震災復興特需等により一部に緩やかな回復傾向

があるものの、景気低迷による消費マインドは低下しており、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、当社は開発・販売事業として宅地開発３物件33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３四半期会計期間の業績は、売上高 千円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

千円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常利益 千円（前年同四半期は経常損失 千

円）、四半期純損失 千円（前年同四半期は四半期純損失 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３四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 千円減少の 千円

となりました。これは主にたな卸資産の減少 千円、現金及び預金の減少 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 千円減少の 千円となりました。これは主に借入金の減少によ

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３四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。）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、たな卸資産の減少 千円、未払金の減少 千円及び長期預か

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

  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れ等により 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 千円の減少（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10月７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

2,313,874 16.4

168,998 60,534 7,545 200,410

57,737 198,156

セグメントの名称 金  額  内  容  

開発・販売事業 千円 736,258  宅地開発３物件33区画     

賃貸・管理事業 千円 1,577,616  ８物件     

合 計 千円 2,313,874      

437,308 14,295,743

192,249 291,112

364,751 12,726,062

72,557 1,569,680

291,112 308,274

192,249 331,636

170,837 255,384 567,045

302,446

4,053,497

244,050

3,066,796
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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３四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

361

3,441
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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23年11月30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 308,274 599,386

売掛金 196,025 111,082

販売用不動産 ※3  1,796,054 ※3  758,893

仕掛販売用不動産 ※3  482,681 ※3  1,712,091

その他 47,031 251,464

流動資産合計 2,830,067 3,432,918

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※3  3,581,739 ※3  3,689,633

土地 ※3  6,854,497 ※3  6,936,438

その他（純額） 6,783 6,989

有形固定資産合計 ※1  10,443,020 ※1  10,633,061

無形固定資産 2,066 1,977

投資その他の資産 1,020,588 665,094

固定資産合計 11,465,676 11,300,133

資産合計 14,295,743 14,733,052

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,992 3,021

短期借入金 ※3  5,875,000 ※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  565,146 ※3  334,400

1年内償還予定の社債 28,000 28,000

その他 266,796 593,655

流動負債合計 8,187,936 8,727,078

固定負債   

社債 102,000 130,000

長期借入金 ※3  3,351,802 ※3  3,322,745

その他 1,084,323 910,989

固定負債合計 4,538,126 4,363,735

負債合計 12,726,062 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 732,582 805,140

自己株式 △16,501 △16,501

株主資本合計 1,569,680 1,642,238

純資産合計 1,569,680 1,642,238

負債純資産合計 14,295,743 14,733,052
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 1,987,587 2,313,874

売上原価 1,734,750 1,870,245

売上総利益 252,837 443,628

販売費及び一般管理費 ※  313,371 ※  274,630

営業利益又は営業損失（△） △60,534 168,998

営業外収益   

違約金収入 600 －

不動産取得税還付金 3,815 －

法人税等還付加算金 1,557 －

消費税等還付加算金 － 1,378

買取債権取立益 － 1,800

その他 1,205 612

営業外収益合計 7,178 3,790

営業外費用   

支払利息 124,024 147,880

その他 23,029 17,363

営業外費用合計 147,053 165,243

経常利益又は経常損失（△） △200,410 7,545

特別利益   

資産除去債務履行差額 － 681

その他 － 2

特別利益合計 － 684

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（△） △200,410 △50,531

法人税、住民税及び事業税 447 971

法人税等調整額 △2,700 6,234

法人税等合計 △2,253 7,205

四半期純損失（△） △198,156 △57,737
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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22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 810,748 886,390

売上原価 705,512 815,952

売上総利益 105,235 70,438

販売費及び一般管理費 ※1  121,061 ※1  68,026

営業利益又は営業損失（△） △15,825 2,412

営業外収益   

受取利息 0 0

受取賃貸料 ※2  718 －

受取保険金 － 253

買取債権取立益 － 600

営業外収益合計 719 853

営業外費用   

支払利息 45,396 49,102

その他 5,657 415

営業外費用合計 51,053 49,517

経常損失（△） △66,159 △46,252

特別利益   

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

税引前四半期純損失（△） △66,159 △46,249

法人税、住民税及び事業税 165 323

法人税等調整額 51,187 6,417

法人税等合計 51,352 6,741

四半期純損失（△） △117,512 △52,990
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △200,410 △50,531

減価償却費 17,336 136,036

受取利息及び受取配当金 △58 △31

支払利息 124,024 147,880

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） △22,945 △84,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,024,789 192,249

前払費用の増減額（△は増加） △299 5,416

支払手形の増減額（△は減少） △319,410 －

工事未払金の増減額（△は減少） △25,741 △29

未払金の増減額（△は減少） 24,850 △331,636

未払費用の増減額（△は減少） △1,469 28

前受金の増減額（△は減少） 4,979 △14,001

長期預り保証金の増減額（△は減少） 146,437 170,837

その他 △95,006 249,357

小計 677,076 423,713

利息及び配当金の受取額 58 31

利息の支払額 △155,456 △142,928

法人税等の支払額 △14,922 △25,431

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 567,045 255,384

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 △2,703,051 △5,246

有形固定資産の売却による収入 149,950 60,800

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 △1,500,437 △437,574

敷金及び保証金の回収による収入 39 80,180

その他 － △273

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,053,497 △302,446

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 5,536,547 －

短期借入金の返済による支出 △5,470,000 △443,000

長期借入れによる収入 3,430,000 614,108

長期借入金の返済による支出 △386,832 △370,411

社債の償還による支出 △28,000 △28,000

割賦債務の返済による支出 － △1,989

配当金の支払額 △14,919 △14,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,066,796 △244,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △419,655 △291,112

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 ※  368,033 ※  308,274
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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３四半期累計期間（自平成23年３月１日 至平成23年11月30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 
    736,258    1,577,616     2,313,874     －   2,313,874

 (2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

          －      －      －     －       －

計     736,258    1,577,616  2,313,874     －   2,313,874

セグメント利益又は

損失（△） 
    △10,657      346,090    335,432    △166,434    168,998

△166,434

（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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