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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 857 △55.0 89 515.1 42 ― 39 ―

24年3月期第2四半期 1,903 ― 14 ― △47 ― △48 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 39百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △48百万円 （―％）

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2四半期 1,668.99 1,603.80
24年3月期第2四半期 △2,452.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 3,154 370 11.7
24年3月期 3,050 228 7.5

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  367百万円 24年3月期  228百万円

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成24年 12月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成24年12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  
平成24年10月30日付で開示させていただきました「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更並びに決算期変更に伴う業績予想の変更に関する
お知らせ」のとおり、当社は平成25年12月25日開催予定の臨時株主総会における決議を条件として当事業年度より決算期を３月31日から12月31日に変更する
予定であります。また、同開示において、今期の業績予想を平成24年12月期（平成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月間）として公表しておりま
す。 
従いまして、上記の今期の連結業績予想につきましても、平成24年12月期（平成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月間）の数値を記載しておりま
す。なお、当該連結業績予想数値は、平成24年10月30日開示の数値から変更はございません。 
なお、決算変更に伴い、対前期増減率の記載は省略いたしております。 

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 1,370 ― 121 ― 50 ― 47 ― 1,908.24



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当して
おります。詳細は４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用に当たっての注意事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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2Q 27,072 株 24年3月期 19,672 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 52 株 24年3月期 52 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 23,421 株 24年3月期2Q 19,620 株
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当第２四半期連結累計期間における首都圏の新築マンション市場は引き続き大手事業者中心の供給が

続いておりますが、都心部を中心に需要にやや陰りが見え始めております。各社とも、やや小さめの物

件や郊外マンションの供給にシフトしている面があります。 

一方、首都圏中古マンション市場においては、成約件数は震災以前の水準に戻ってきておりますが、

価格面においては引き続き下落傾向が続いております。 

このような環境の中、当社は引き続き実需の根強い戸別リノベーションマンション事業に注力すると

ともに、新築マンションの販売代理、他社との共同事業による収益の確保に努めました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高及び損益の状況は以下のとおりとなりました。

①売上高 

（ⅰ）新築不動産販売部門においては、新築不動産販売代理業務において33戸の引渡し、土地企画販

売業務（ランドプロジェクト）で３物件の引渡をしたことにより、売上高110百万円となり、前年同四

半期比49百万円（31.0％減）の減少となりました。またセグメント利益は93百万円となり、前年同四半

期（2百万円のセグメント損失）に比べ大幅に改善いたしました。 

（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）戸別リノベーションマンション販売業務において、リノベーシ

ョンマンションを19戸引渡したことにより、売上高563百万円となり、前年同四半期比986百万円

（63.6％減）の減少となりました。またセグメント利益は10百万円となり、前年同四半期比25百万円

（70.0％減）の減少となりました。 

（ⅲ）不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高173百万円となり、前年同四半期

比11百万円（6.0％減）の減少となりました。またセグメント利益は35百万円となり、前年同四半期比

16百万円（31.8％減）の減少となりました。 

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から、販売費用及び営業外費用を差し引いた

ものであります。 

尚、セグメント別売上高の概況は以下の通りであります。 

 セグメント別売上高の概況              （単位：千円） 

 
②営業利益  

当第２四半期の売上総利益率は25.4％であり、前年同四半期の売上総利益率11.4％と比べると大幅に

改善しております。 

 また販売費及び一般管理費は128百万円となり、前年同四半期比73百万円（36.4％減）の減少となり

ました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

セグメント
前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
  至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

構成比
前年同四
半期比

不動産販売事業 1,710,176 674,016 76.9% 60.6%減

（新築不動産販売部門） (159,800) (110,256) 12.6% 31.0%減

（再生不動産販売部門） (1,550,376) (563,759) 64.3% 63.6%減

不動産管理事業部門 184,453 173,364 19.8% 6.0%減

その他 56,914 29,015 3.3% 49.0%減

合計 1,951,544 876,395 100.0% 55.1%減
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 その結果、営業利益は89百万円となり、前年同四半期比75百万円（515.1%増）の増加となりまし

た。 

③経常利益・四半期純利益 

支払利息35百万円、支払手数料６百万円を中心に営業外費用が47百万円となった結果、経常利益は42

百万円となり前年同四半期比90百万円の増加、四半期純利益は39百万円となり、前年同四半期比87百万

円の増加となりました。 

  

  

  

①資産、負債及び資本の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ104百万円増加し、3,154百万

円となりました。これは、増資の払い込みを受けたことにより現金及び預金が47百万円、販売用不動産

が34百万円増加したこと等が主な原因であります。 

また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ37百万円減少し、2,784百

万円となりました。これは買掛金27百万円減少したこと等が主な原因であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ141百万円増加し、370百万円と

なりました。これは、増資の払い込みを受けたこと、四半期純利益の計上等が主な原因であります。 

  

  

②キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47百万円の増加となり、128百万円となりました。

当第２四半期連結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通りでありま

す。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益40百万円、たな卸資産の増加34

百万円等により11百万円の資金獲得（前年同四半期は655百万円の資金獲得）となりました。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、出資金の払込による支出92百万円、出資金の回収による収

入36百万円等により58百万円の資金支出（前年同四半期は1百万円の資金獲得）となりました。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入99百万円等により94百万円の資金獲

得（前年同四半期は663百万円の資金支出）となりました。 

  

  

当社は平成24年12月25日開催予定の臨時株主総会の決議を条件として、今期から決算期を12月末日に

変更予定であります。変更後の平成24年12月期の連結業績予想につきましては、平成24年10月30日付の

「決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更並びに決算期変更に伴う業績予想の変更に関す

るお知らせ」にて公表した数値からの変更はございません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 80,632 128,007

売掛金 27,516 15,803

販売用不動産 364,254 399,125

その他 18,759 21,482

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 490,263 563,518

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,114,735 1,089,946

土地 1,388,865 1,388,865

その他（純額） 4,809 9,061

有形固定資産合計 2,508,410 2,487,873

無形固定資産   

その他 1,705 888

無形固定資産合計 1,705 888

投資その他の資産 49,975 98,555

固定資産合計 2,560,091 2,587,317

繰延資産 － 3,660

資産合計 3,050,354 3,154,496

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,420 49,771

短期借入金 455,800 457,800

1年内返済予定の長期借入金 714,268 841,049

未払法人税等 1,689 2,138

その他 60,705 84,228

流動負債合計 1,309,884 1,434,988

固定負債   

長期借入金 1,309,270 1,178,882

その他 202,677 170,154

固定負債合計 1,511,947 1,349,036

負債合計 2,821,832 2,784,024
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,515 250,000

資本剰余金 263,813 139,820

利益剰余金 △353,199 △20,701

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 228,522 367,511

新株予約権 － 2,960

純資産合計 228,522 370,471

負債純資産合計 3,050,354 3,154,496
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,903,973 857,512

売上原価 1,687,495 639,298

売上総利益 216,478 218,214

販売費及び一般管理費 201,887 128,463

営業利益 14,590 89,751

営業外収益   

受取利息 56 47

受取配当金 163 186

雑収入 442 76

賞与引当金戻入額 1,500 －

消費税免除益 2,020 －

営業外収益合計 4,183 309

営業外費用   

支払利息 51,572 35,851

支払手数料 11,386 6,543

株式交付費償却 － 333

社債発行費等償却 － 124

その他 3,754 4,450

営業外費用合計 66,713 47,303

経常利益又は経常損失（△） △47,940 42,756

特別損失   

固定資産除却損 － 140

事務所移転費用引当金繰入額 － 2,118

特別損失合計 － 2,258

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△47,940 40,497

法人税、住民税及び事業税 180 1,408

法人税等合計 180 1,408

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△48,120 39,089

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,120 39,089
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△48,120 39,089

その他の包括利益 － －

四半期包括利益 △48,120 39,089

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △48,120 39,089

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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 △47,940 40,497

減価償却費 28,420 27,969

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,850 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 －

受取利息及び受取配当金 △219 △233

支払利息 51,572 35,851

支払手数料 11,386 6,543

株式交付費償却 － 333

社債発行費償却 － 124

売上債権の増減額（△は増加） △1,703 11,713

たな卸資産の増減額（△は増加） 725,292 △34,870

仕入債務の増減額（△は減少） △49,873 △27,649

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,009 5,447

固定資産除却損 － 140

その他 △9,697 △18,174

小計 701,878 47,695

利息及び配当金の受取額 219 233

利息の支払額 △46,618 △35,919

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △359 △359

営業活動によるキャッシュ・フロー 655,119 11,649

投資活動によるキャッシュ・フロー   

積立預金の預入による支出 △8,050 △5,000

積立預金の払戻による収入 7,350 8,700

有価証券の償還による収入 1,999 －

出資金の払込による支出 － △92,700

出資金の回収による収入 － 36,500

有形固定資産の取得による支出 － △4,500

貸付けによる支出 △1,000 △2,300

貸付金の回収による収入 787 404

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,086 △58,895
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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） △445,760 2,000

長期借入れによる収入 32,000 37,000

長期借入金の返済による支出 △247,213 △40,606

株式の発行による収入 － 99,900

株式の発行による支出 － △2,999

新株予約権の発行による収入 － 2,960

新株予約権の発行による支出 － △1,118

リース債務の返済による支出 △2,627 △2,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △663,600 94,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,394 47,674

現金及び現金同等物の期首残高 86,262 80,332

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

44 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 78,912 128,007
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該当事項はありません。  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．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 

 
 (注)「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、リフォーム事業、仲介事

業、損害保険の代理店事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。   

  

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。  

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．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 

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 159,800 1,550,376 184,453 1,894,629 9,343 1,903,973

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― 47,570 47,570

計 159,800 1,550,376 184,453 1,894,629 56,914 1,951,544

セグメント利益又は損失
（△）

△2,325 35,925 51,773 85,373 49,402 134,776

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 85,373

「その他」の区分の利益 49,402

セグメント間取引消去 △42,053

全社費用(注) △140,663

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △47,940

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 110,256 563,759 173,364 847,380 10,132 857,512

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― 18,883 18,883
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 (注)「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、リフォーム事業、損害保

険の代理店事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。   

  

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。  

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

(減価償却方法の変更) 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

当該変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

（報告セグメントの変更等） 

当第２四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「新築不動産販売代理業務」及び「新

築不動産仲介関連業務」については本格的に稼働を始めたことに伴い、経営管理単位の見直しを行い、セ

グメント区分との整合性を図るため、従来の「新築不動産販売部門」に含めることといたしました。 

これによる前第２四半期連結累計期間の「新築不動産販売部門」と「その他」の売上高及びセグメント

利益における影響はございません。 

  

  

計 110,256 563,759 173,364 847,380 29,015 876,395

セグメント利益 93,893 10,780 35,334 140,008 20,784 160,793

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 140,008

「その他」の区分の利益 20,784

セグメント間取引消去 △17,256

全社費用(注) △100,780

四半期連結損益計算書の経常利益 42,756
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当社は、平成24年６月29日付で、株式会社南栄開発、One World Asset Management株式会社及びサマ

ーバンク合同会社より第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、資本金が49,950千円、資本準

備金が49,950千円増加しております。 

また、平成24年６月28日開催の定時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余

金の処分を行うことを決議し、平成24年７月31日付けで、資本金のうち119,465千円及び資本準備金の

うち263,813千円をその他資本剰余金に振替えた後、その他資本剰余金293,408千円を繰越利益剰余金の

欠損補填に充当いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が250,000千円、資本剰余金が139,820

千円、利益剰余金が△20,701千円となっております。 

  

  

（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．決算期の変更 

当社は、平成24年10月30日開催の取締役会において、平成24年12月25日開催予定の臨時株主総会で「定

款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり決算期の変更を決議いたしました。 

（1）決算期変更の内容 

     現 在   毎年３月31日 

     変更後   毎年12月31日 

同決算期変更に伴い第23期は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの12ヶ月決算から、平

成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月の変則決算となる予定です。 

  

（2）変更の理由 

年度末と決算期末を別にすることによって営業活動のピークをずらし事業活動の健全性を高めるととも

に、決算発表と株主総会の 大の集中時期を避けることによって投資家の皆様のさらなる利便性の向上を

図るため、変更するものであります。 

  

２．新株予約権の発行に関する事項 

当社は、平成24年11月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定

に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決

議いたしました。 

その内容は次のとおりであります。 

（1）新株予約権の総数 

4,065個  

  

（2）新株予約権の株式の種類及び数 

当社普通株式4,065株 

  

（3）新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

当社取締役    ３名 4,000個  

当社従業員    ６名   30個 

当社子会社取締役 １名   5個 

当社子会社従業員 ６名   30個 

  

（4）新株予約権の払込金額 

１株当たり623円 

  

（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」と

いう。）に、付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、金18,200円とする。 

  

（７）重要な後発事象
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（6）発行価額のうち資本へ組入れる額 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。 

  

（7）新株予約権の行使期間 

平成27年４月１日から平成29年３月31日（但し、行使期間 終日が銀行営業日でない場合にはその前銀

行営業日）までとする。 

  

（8）新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、平成26年12月期または平成27年12月期のいずれかの期の監査済みの当社連結損益計

算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が４億円以上となった

場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。 

②新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、平成24年12月１日から平成25年11月30日までの間

に、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である

18,200円の50％を一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行う

ことはできないものとする。  

③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。 

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。  

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

  

（9）新株予約権の譲渡による取得の制限 

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 

  

（10）新株予約権の割当日 

平成24年11月30日 
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 ①不動産販売事業における当第２四半期までの契約進捗状況 

 （ⅰ）契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） 

 
（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 （ⅱ）契約進捗率 

 
（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

（単位：千円）

当第２四半期

平成25年３月期 第２四半期
（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

契約高 契約残高

732,667 160,549

（単位：千円）

当第２四半期 売上計上分 674,016

当第２四半期 契約済売上計上予定分 160,549

合計 834,565
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