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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 15 △95.8 △214 ― △245 ― △245 ―
24年3月期第1四半期 367 △74.2 △722 ― △774 ― △783 ―

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

25年3月期第1四半期 △6,464.71 ―
24年3月期第1四半期 △20,628.24 ―

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

25年3月期第1四半期 8,071 2,174 26.5 56,173.19
24年3月期 7,808 2,470 31.2 63,940.02
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,140百万円 24年3月期  2,432百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 0.00 ― 1,300.00 1,300.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2,500.00 2,500.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,000 31.2 450 ― 300 ― 270 ― 7,088.90



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 38,940 株 24年3月期 38,940 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 838 株 24年3月期 898 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 38,045 株 24年3月期1Q 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レビュー手続きの対象外であります。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財務諸表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ございます。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当社の当第１四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。 

主要セグメントである不動産販売事業におきましては、下期以降にマンションの引渡しが集中するため売上はあ

りませんでした。その他の事業におきましては、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、賃貸

収入等を中心に１千５百万円となりました。その結果、売上高は１千５百万円（前年同期比95.8％減）となりまし

た。 

一方、利益面では、売上原価が６百万円、販売費及び一般管理費が２億２千３百万円となりましたため、営業損

失として２億１千４百万円（前年同期は営業損失７億２千２百万円）を計上しました。また、１百万円を営業外収

益として、支払利息により３千１百万円を営業外費用として計上しました結果、経常損失は２億４千５百万円（前

年同期は経常損失７億７千４百万円）となりました。この経常損失から法人税等合計を差し引き、四半期純損失は

２億４千５百万円（前年同期は四半期純損失７億８千３百万円）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 

（資産） 

当第１四半期会計期間末における資産合計は80億７千１百万円となり、前事業年度末に比べ２億６千３百万

円増加しました。これは主に新規事業用地の取得等により仕掛品が７億５千９百万円増加し、現金及び預金が

４億７千３百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は58億９千７百万円となり、前事業年度末に比べ５億５千９百万

円増加しました。これは主に上述しました新規事業用地の取得に伴い長期借入金が５億４千万円増加したこと

によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は21億７千４百万円となり、前事業年度末に比べ２億９千５百

万円減少しました。これは主に四半期純損失を計上したことによるものであります。この結果、自己資本比率

は26.5%となり、前事業年度末比4.7ポイント減少しました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は６億５千１百万円となり、前事

業年度末に比べ４億７千３百万円減少しました。 

当第１四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１四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は９億８千５百万円（前年同期は７億７百万円の使

用）となりました。これは主に仕掛品の増加及び税引前四半期純損失の計上により資金が減少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１四半期累計期間において投資活動の結果得られた資金は２千２百万円（前年同期は増減なし）となりまし

た。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は４億８千９百万円（前年同期は６千２百万円の取

得）となりました。これは、配当金の支払等により資金が減少したものの、長期借入金による借入れにより資金が

増加したことが主な要因であります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月15日に「平成24年３月期  決算短信」にて公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ

ん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,124,589 651,154

売掛金 1,865 1,010

仕掛品 6,281,521 7,040,748

役員に対する短期貸付金 105,000 105,000

未収入金 5,276 9,925

その他 46,406 40,486

流動資産合計 7,564,660 7,848,325

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 △16,963 △17,556

建物及び構築物（純額） 72,573 71,979

工具、器具及び備品 19,795 19,795

減価償却累計額 △15,177 △15,644

工具、器具及び備品（純額） 4,618 4,151

土地 68,732 68,732

リース資産 2,725 2,725

減価償却累計額 △1,953 △2,089

リース資産（純額） 772 635

有形固定資産合計 146,696 145,499

無形固定資産 4,707 3,976

投資その他の資産   

投資有価証券 13,024 13,022

その他 79,268 60,931

投資その他の資産合計 92,292 73,954

固定資産合計 243,696 223,430

資産合計 7,808,356 8,071,755
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,811 96,051

1年内返済予定の長期借入金 3,680,000 3,680,000

未払法人税等 6,061 3,130

前受金 612,183 657,122

引当金 40,923 20,665

その他 104,133 66,119

流動負債合計 4,504,112 4,523,088

固定負債   

長期借入金 750,000 1,290,000

引当金 77,106 78,321

その他 6,924 5,967

固定負債合計 834,030 1,374,288

負債合計 5,338,143 5,897,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,266,817 1,266,817

資本剰余金 1,115,763 1,114,220

利益剰余金 122,409 △172,992

自己株式 △72,584 △67,734

株主資本合計 2,432,406 2,140,310

新株予約権 37,807 34,067

純資産合計 2,470,213 2,174,378

負債純資産合計 7,808,356 8,071,755
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 367,585 15,316

売上原価 831,239 6,287

売上総利益又は売上総損失（△） △463,654 9,028

販売費及び一般管理費 258,435 223,941

営業損失（△） △722,090 △214,912

営業外収益   

受取利息 120 823

新株予約権戻入益 － 433

その他 1,770 61

営業外収益合計 1,890 1,318

営業外費用   

支払利息 54,289 31,780

営業外費用合計 54,289 31,780

経常損失（△） △774,489 △245,374

特別損失   

和解金 8,000 －

特別損失合計 8,000 －

税引前四半期純損失（△） △782,489 △245,374

法人税、住民税及び事業税 600 572

法人税等合計 600 572

四半期純損失（△） △783,089 △245,947
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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１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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（△） △782,489 △245,374

減価償却費 1,726 1,927

引当金の増減額（△は減少） 22,242 △19,043

受取利息及び受取配当金 △120 △823

支払利息 54,289 31,780

売上債権の増減額（△は増加） 5,473 855

販売用不動産の増減額（△は増加） 818,222 －

仕掛品の増減額（△は増加） △613,520 △759,227

仕入債務の増減額（△は減少） △261,112 35,240

前受金の増減額（△は減少） 54,020 44,939

その他 49,511 △37,812

小計 △651,758 △947,538

利息及び配当金の受取額 81 －

利息の支払額 △53,315 △35,592

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,290 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー △707,282 △985,420

投資活動によるキャッシュ・フロー   

敷金の回収による収入 － 22,361

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー － 22,361

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） 500,000 －

長期借入れによる収入 － 540,000

長期借入金の返済による支出 △342,051 －

配当金の支払額 △94,905 △49,454

リース債務の返済による支出 △886 △921

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,157 489,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △645,125 △473,435

現金及び現金同等物の期首残高 968,004 1,124,589

現金及び現金同等物の四半期末残高 322,879 651,154
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該当事項はありません。 

前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日  至平成23年６月30日） 

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 

（単位：千円） 

（注）１．「その他」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、不動産仲介、リフォー

ム、賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の売上総損失と一致しております。 

当第１四半期累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年６月30日） 

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 

（単位：千円） 

（注）１．「その他」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、不動産仲介、リフォー

ム、賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。  

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）セグメント情報等

  
報告セグメント 

その他 合計 
不動産販売事業 

売上高       

外部顧客への売上高  342,049  25,535  367,585

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 

計  342,049  25,535  367,585

セグメント利益又は損失（△）  △476,172  12,517  △463,654

  
報告セグメント 

その他 合計 
不動産販売事業 

売上高       

外部顧客への売上高 －  15,316  15,316

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － 

計 －  15,316  15,316

セグメント利益 －  9,028  9,028

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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