




種類株式の配当の状況

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

第１種優先株式
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 

27年５月期 ─ 0  00 ─ 0  00 0  00 
28年５月期 ─ 

28年５月期（予想） 0  00 ─ 0  00 0  00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国経済の減速の影響が懸念されるものの、緩やかな回復の動き

が続いています。 

中国を含めた新興国経済の減速の影響から、輸出や鉱工業生産は横ばいでの推移となっています。一方、国内需

要については、設備投資が企業収益の改善を背景に緩やかな増加基調にある他、雇用・所得環境の改善を受けて個

人消費が底堅く推移しています。 

当社が属する不動産業界においては、首都圏マンションの初月契約率が好不況の分かれ目となる70％を超えて推

移しています。また、先行指標となる新設住宅着工戸数においては、８月の数値が前年同期比で６カ月連続の増加

となっており、昨年４月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動が薄れ、持ち直しの動きを示しています。 

このような状況の中、当社は、不動産販売事業として新規物件の取得や保有物件の売却を進めると共に、不動産

業務受託事業として販売代理業務を推進してまいりました。この結果、売上高は3,287百万円（前年同四半期比

102.8％増）、営業利益293百万円（同132.4％増）、経常利益226百万円（同525.1％増）、四半期純利益226百万円

（同540.2％増）となりました。 

当第１四半期累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。 

（不動産販売事業） 

不動産販売事業は、自社販売物件としてＬＵＸＩＯ日本橋蛎殻町（東京都中央区）の販売を実施しました。ま

た、高田２プロジェクトや両国２プロジェクト等、８棟の収益ビルをバリューアップした上で売却しております。

さらに、新橋プロジェクトでは土地の売却も実施いたしました。この結果、売上高は3,219百万円（前年同四半期

比112.0％増）、セグメント利益は435百万円（同75.4％増）となりました。 

（不動産業務受託事業） 

不動産業務受託事業は、アンシア市川 ザ・レジデンス（千葉県市川市）において販売代理業務を実施しまし

た。また、小石川２プロジェクトにおいてコンサルティング料を受領いたしました。この結果、売上高は17百万円

（同66.1％減）、セグメント利益は13百万円（同22.9％減）となりました。

（賃貸事業） 

賃貸事業は、３物件から賃料収入を確保しております。売上高は50百万円（同0.2％減）、セグメント利益とし

て27百万円（同6.5％減）となりました。 

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末から1,738百万円増加し、12,498百万円となりました。

負債については、前事業年度末から1,511百万円増加し、11,135百万円となりました。また、純資産については、

前事業年度末から227百万円増加し、1,363百万円となりました。前事業年度末からの主な変動要因は、以下のとお

りであります。 

資産については、新規物件の取得に伴い、販売用不動産と仕掛販売用不動産が合わせて1,277百万円増加したこ

とによるものであります。負債については、新規物件の取得に伴って借入金が1,549百万円増加したことによるも

のであります。また、純資産の増加の主な要因としては、四半期純利益を226百万円計上したことによるものであ

ります。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成27年７月13日付の「平成27年５月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期

累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成27年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成27年８月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 429 421 

受取手形及び売掛金 5 2 

販売用不動産 2,313 2,919 

仕掛販売用不動産 4,187 4,858 

未成業務支出金 28 38 

その他 446 897 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 7,410 9,138 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 812 803 

土地 2,433 2,433 

その他（純額） 4 4 

有形固定資産合計 3,249 3,240 

無形固定資産 3 3 

投資その他の資産 

その他 96 116 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 96 115 

固定資産合計 3,349 3,360 

資産合計 10,760 12,498 
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（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成27年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成27年８月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 361 364 

短期借入金 2,776 3,142 

1年内返済予定の長期借入金 4,030 4,515 

未払法人税等 7 3 

引当金 5 29 

その他 344 275 

流動負債合計 7,525 8,331 

固定負債 

長期借入金 1,952 2,651 

引当金 18 20 

その他 126 132 

固定負債合計 2,097 2,804 

負債合計 9,623 11,135 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,097 1,097 

資本剰余金 120 120 

利益剰余金 △118 107 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 1,098 1,324 

新株予約権 38 39 

純資産合計 1,136 1,363 

負債純資産合計 10,760 12,498 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

（単位：百万円） 

前第１四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 
至 平成26年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成27年６月１日 
至 平成27年８月31日) 

売上高 1,620 3,287 

売上原価 1,281 2,732 

売上総利益 339 555 

販売費及び一般管理費 213 262 

営業利益 126 293 

営業外収益 

受取補償金 － 32 

その他 0 0 

営業外収益合計 0 33 

営業外費用 

支払利息 46 69 

融資手数料 30 29 

共同事業分配金 12 － 

営業外費用合計 90 99 

経常利益 36 226 

税引前四半期純利益 36 226 

法人税、住民税及び事業税 0 0 

法人税等合計 0 0 

四半期純利益 35 226 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31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

（単位：百万円） 

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
不動産販売事

業 
不動産業務受

託事業 
賃貸事業 

売上高 

外部顧客への売上高 1,518 51 50 1,620 － 1,620 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － － 

計 1,518 51 50 1,620 － 1,620 

セグメント利益 248 17 29 295 △169 126 

（注）１．セグメント利益の調整額△169百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。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であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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１四半期累計期間（自 平成27年６月１日 至 平成27年８月31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

（単位：百万円） 

報告セグメント 

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期 
損益計算書 
計上額 

（注）２ 
不動産販売事

業 
不動産業務受

託事業 
賃貸事業 

売上高 

外部顧客への売上高 3,219 17 50 3,287 － 3,287 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － － － 

計 3,219 17 50 3,287 － 3,287 

セグメント利益 435 13 27 476 △183 293 

（注）１．セグメント利益の調整額△183百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。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であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。
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