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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 　
第44期

第１四半期累計(会計)期間
第43期

会計期間 　
自　平成21年３月１日

至　平成21年５月31日

自　平成20年３月１日

至　平成21年２月28日

売上高 （千円） 　 4,793,737 32,333,961

経常利益又は経常損失（△） （千円） 　 △121,384 1,548,258

四半期(当期)純利益 （千円） 　 52,394 118,152

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） 　 － －

資本金 （千円） 　 891,250 891,250

発行済株式総数 （株） 　 10,000,000 10,000,000

純資産額 （千円） 　 13,509,205 13,606,632

総資産額 （千円） 　 56,873,846 57,422,589

１株当たり純資産額 （円） 　 1,350.92 1,360.66

１株当たり四半期(当期)純利益 （円） 　 5.24 11.82

潜在株式調整後１株当たり四半期(当
期)純利益

（円） 　 － －

１株当たり配当額 （円） 　 － 15.00

自己資本比率 （％） 　 23.8 23.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 　 △1,231,695 △925,089

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 　 622,621 △3,548,276

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 　 1,069,291 3,316,257

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 　 2,388,875 1,928,657

従業員数 （人） 　 95 95

(注) １　当社は第１四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、当第１四半期連結会計期間等に係る主要な経営指

標等の推移については、記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。
　

　

４ 【従業員の状況】

(1)　提出会社の状況

平成21年５月31日現在

従業員数(名) 95 　

(注) 従業員数は、就業人員であり、出向社員、契約社員、派遣社員（計19名）を含んでおります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(１) 売上実績

事業部門

当第１四半期会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上金額(千円) 構成比(％)

不動産販売事業 4,134,251 86.2

賃貸その他事業 659,486 13.8

合計 4,793,737 100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．不動産販売事業のうち分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高が計

上されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの売上実績に偏向が生じる場合があります。

　

　

(２) 営業実績

区分

当第１四半期会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

物件名 戸数(戸) 金額(千円)

不動産販売事業

ワコーレ神戸本山プレイス 19 758,925

ワコーレ須磨潮見台レジデンス 15 555,126

ワコーレ須磨月見山アルジェ 15 497,913

その他分譲マンション 31 979,843

その他不動産販売 (注3)― 1,342,443

小　　計 80 4,134,251

賃貸その他事業

賃貸収入 (注4)― 499,900

その他収入 (注5)― 159,585

小　　計 ― 659,486

合　　計 80 4,793,737

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．不動産販売事業の物件各金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。

　　　３．その他不動産販売は、戸建て住宅９戸及び１棟卸マンション等６物件の売上であります。

　　　４．賃貸収入は、時間駐車料等が含まれているため、戸数表示はしておりません。

　　　５．その他収入は、保険代理店手数料等が含まれているため、戸数表示はしておりません。

　　　６．共同事業の戸数及び金額については、出資割合（小数点以下切捨て）によりそれぞれ計算しております。
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(３) 契約実績

当第１四半期会計期間の分譲マンション等の契約実績は次のとおりであります。

区分

当第１四半期会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

期中契約高 契約残高

戸数(戸) 金額(千円) 戸数(戸) 金額(千円)

分譲マンション 153 5,138,483 259 9,237,327

１棟卸マンション 59 739,200 171 2,032,000

戸建て住宅 17 459,365 10 266,834

その他不動産 (注3)― 46,581 ― ―

合　計 229 6,383,631 440 11,536,161

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　　　２．分譲マンションの金額には、住戸売上のほかに分譲駐車場の金額が含まれております。
　　　３．その他不動産については、土地等の販売のため戸数表示はしておりません。
　　　４．共同事業の戸数及び金額については、出資割合（小数点以下切捨て）によりそれぞれ計算しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
　
(1)　経営成績の分析

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による世界同時不況の中、米
国をはじめとする海外経済の減速、円高による輸出関連事業の減退等日本企業全体の収益の悪化が顕
著になってきております。これに伴い、製造業をはじめとする設備投資が大幅な減少傾向にある中、雇
用環境の悪化、所得の低迷による個人消費の伸び悩み等、景気の先行きは前年度に引き続き依然厳しい
状況にあります。
当社の属する不動産業界におきましては、世界的な金融市場の信用収縮により、資金調達環境が悪化
し、不動産・建設関連業界の経営破綻が相次ぐ中、業界全体の市況は極めて不透明であり、依然として
厳しい状況が続くものと推測されます。
また分譲マンション市場においては、販売価格の見直し、住宅ローン減税制度の改正等によるマン
ション購入者のマインドにも変化の兆しが見えつつあるものの、企業収益の悪化による雇用不安、所得
の低迷等による影響を受け、依然として軟調傾向で推移しております。
このような事業環境を踏まえ、不動産事業全般への融資が厳格化している中、当社は、主力行をはじ
めとする金融機関と良好な関係を維持することに努め、分譲マンションの販売に注力するとともに、一
方では、資金回収の促進及び収益確保等の目的より、収益物件の一部売却も行いました。
この結果、当第１四半期会計期間における売上高は4,793百万円、売上総利益は754百万円（売上総利
益率15.7％）、営業利益は81百万円（営業利益率1.7％）、経常損失は121百万円、四半期純利益は52百
万円（四半期純利益率1.1％）となりました。
なお、当社の主要事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる
際に売上高が計上されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの業績に偏向が生じる場合があり
ます。
当期においては、売上、利益ともに第４四半期に集中する予定であり、当第１四半期会計期間は経常
損失を計上する結果となりましたが、通期においては経常利益となる見込みであります。
　
事業別の業績は次のとおりであります。
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（不動産販売事業）
不動産販売事業の売上高は4,134百万円となりました。
不動産販売事業のうち主力の分譲マンションにおきましては、優良用地の不足、需給バランスの悪
化、第一次取得者層の購買意欲の減退等、依然として事業環境が軟調傾向で推移する中、昨年同様厳し
い環境ではありましたが、販売価格の見直し、契約取得に向けた販売活動に注力してまいりました。
その結果、当第１四半期会計期間末において発売戸数201戸、契約戸数153戸、引渡戸数80戸、受注残戸
数259戸となっており、売上高は2,791百万円となりました。
その他の不動産販売におきましては、戸建て住宅９戸及び１棟卸マンション等６物件の販売により、
売上高は1,342百万円となりました。
　
（賃貸その他事業）
賃貸その他事業の売上高は659百万円となりました。
賃貸その他事業のうち主力の賃貸事業におきましては、賃貸収入の安定的な確保を目指すとともに、
資金回収の促進及び収益確保のために、賃貸物件の売却にも注力いたしました。
その結果、賃貸収入は499百万円となり、その他収入については、その他賃貸収入等で159百万円を計
上しました。

　
(2)　財政状態の分析
（資産）
当第１四半期会計期間末における資産は56,873百万円（前事業年度末比548百万円の減少）　主な要
因は、資金回収の促進及び収益確保による事業用固定資産の販売に注力したことにより有形固定資産
が426百万円減少したこと及び販売用不動産の販売に注力したことによるたな卸資産の減少をはじめ
とする流動資産の減少109百万円等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は43,364百万円（前事業年度末比451百万円減少）となりま
した。
主な要因は、買掛金等の仕入債務の減少1,115百万円、分譲マンション引渡しに伴う前受金の減少547
百万円等に対し、運転資金等の短期借入金の増加974百万円等によるものであります。
なお、短期借入金の内1,700百万円については、財務制限条項が付されております。
　
（純資産）
当第１四半期会計期間末における純資産は13,509百万円（前事業年度末比97百万円の減少）となり
ました。
主な要因は、四半期純利益52百万円の計上に対し、利益配当金150百万円等の減少によるものであり
ます。なお、当第１四半期会計期間末における自己資本比率は23.8％（前事業年度比0.1ポイント増）
となりました。
　

(3)　キャッシュ・フローの状況
当第１四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、2,388百万円（前
事業年度比460百万円増加）となりました。
　
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果使用した資金は、1,231百万円となりました。
　主な要因は、税引前四半期純利益91百万円の計上及びたな卸資産の減少510百万円等による資金増
加に対し、仕入債務の減少1,115百万円、前受金の減少547百万円等による資金流出によるものでありま
す。
　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果獲得した資金は、622百万円となりました。
主な要因は、有形固定資産の売却による収入867百万円の資金流入等に対し、有形固定資産の取得に
よる支出263百万円等によるものであります。
　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果獲得した資金は、1,069百万円となりました。
主な要因は、マンション用地の購入および賃貸不動産の購入資金等として長期借入金3,079百万円の
調達、運転資金等の短期借入金の増加974百万円に対し、長期借入金の返済2,834百万円及び配当金135
百万円等を支出したことによるものであります。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。
　

(5)　研究開発活動
該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(１)　主要な設備の状況

（1）重要な設備計画の完了

前事業年度末の重要な設備計画のうち、当第１四半期会計期間において完了したものはありません。

　

（2）重要な設備の新設等

当第１四半期会計期間において、新たに完了した重要な設備は次のとおりであります。

事業別
設備の
内容

物件名 物件所在地
投資額
（千円）

完了年月
完了後の
増加戸数
（戸）

不動産
販売事業

ガイド
ルーム

明石田町マンションギャ
ラリー

兵庫県明石市 22,080平成21年５月 (注２)

（注）１.上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２.ガイドルームのため増加戸数はありません。

　

（3）重要な設備の売却等

当第１四半期会計期間において、新たに売却した重要な設備は次のとおりであります。

事業別 設備の内容 物件名 物件所在地
売却額
（千円）

売却年月
売却による減
少戸数（戸）

賃貸
その他事業

賃貸用
不動産

ワコーレ東山 神戸市兵庫区 240,000平成21年４月 36

　 〃 ラ・ウェゾン塚本通 神戸市兵庫区 207,800平成21年３月 24

　 〃 ＶＩＴＡ深江本町 神戸市東灘区 197,000平成21年４月 24

　 〃
店舗（コンビニエンスス
トアー）

神戸市兵庫区 122,700平成21年４月 店舗１件

（注）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(２)　設備の新設、除却等の計画

（1）重要な設備計画の変更

前事業年度末に計画していた設備計画のうち、重要な計画の変更はありません。

　

（2）重要な設備の新設・除却等

当第１四半期会計期間末において、新たに予定している重要な設備の新設・除却はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,400,000

計 34,400,000

　

②　【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成21年５月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年７月15日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 10,000,000 10,000,000
ジャスダック証券取
引所

（注）

計 10,000,000 10,000,000－ －

（注）１．単元株式数：100株

２．完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成21年５月31日 ― 10,000,000 ― 891,250 ― 936,439

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

当第１四半期会計期間末現在の議決権の状況については、実質株主の記載内容が確認できないため、記載
することができませんので、直前の基準日である平成21年２月28日現在で記載しております。

平成21年２月28日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　 － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,999,600 99,996 －

単元未満株式 普通株式 400 － －

発行済株式総数 　 10,000,000 － －

総株主の議決権 　 － 99,996 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式数には、証券保管振替機構名義の株式は含まれておりません。

　

②　【自己株式等】

平成21年２月28日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 － － － － －

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成21年３月 ４月 ５月 　 　 　

最高(円) 245 254 308 　 　 　

最低(円) 190 200 201 　 　 　

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成21年３月１日

から平成21年５月31日まで）の四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

おります。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※３
 3,957,985

※３
 3,515,866

売掛金 9,458 7,499

販売用不動産 ※３
 7,789,033

※３
 8,417,828

仕掛販売用不動産 ※３
 17,983,492

※３
 17,865,145

繰延税金資産 527,005 566,614

その他 ※３
 761,402

※３
 764,691

貸倒引当金 △297 △404

流動資産合計 31,028,079 31,137,241

固定資産

有形固定資産

建物 ※１, ※３
 10,785,457

※１, ※３
 11,229,107

土地 ※３
 13,010,425

※３
 13,306,601

その他 ※１
 857,230

※１
 543,615

有形固定資産合計 24,653,113 25,079,324

無形固定資産 394,709 399,481

投資その他の資産

その他 909,591 921,148

貸倒引当金 △111,646 △114,606

投資その他の資産合計 797,944 806,542

固定資産合計 25,845,767 26,285,347

資産合計 56,873,846 57,422,589

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,740,893 5,856,491

短期借入金 8,623,500 7,649,000

1年内返済予定の長期借入金 15,037,560 12,331,634

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

前受金 869,752 1,417,387

賞与引当金 117,558 83,690

役員賞与引当金 1,200 －

完成工事補償引当金 27,000 27,000

その他 730,338 700,656

流動負債合計 30,177,803 28,095,859

固定負債

社債 555,000 570,000

長期借入金 11,438,339 13,899,092

退職給付引当金 83,905 80,994

役員退職慰労引当金 310,684 304,921
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

その他 798,909 865,089

固定負債合計 13,186,837 15,720,097

負債合計 43,364,640 43,815,956

純資産の部

株主資本

資本金 891,250 891,250

資本剰余金 936,439 936,439

利益剰余金 11,693,577 11,791,183

株主資本合計 13,521,266 13,618,872

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △308 －

繰延ヘッジ損益 △11,752 △12,239

評価・換算差額等合計 △12,060 △12,239

純資産合計 13,509,205 13,606,632

負債純資産合計 56,873,846 57,422,589
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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)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

売上高 4,793,737

売上原価 4,038,835

売上総利益 754,902

販売費及び一般管理費 ※１
 673,739

営業利益 81,163

営業外収益

受取利息 1,910

貸倒引当金戻入額 3,066

その他 6,975

営業外収益合計 11,951

営業外費用

支払利息 172,983

その他 41,516

営業外費用合計 214,499

経常損失（△） △121,384

特別利益

有形固定資産売却益 213,322

特別利益合計 213,322

税引前四半期純利益 91,937

法人税、住民税及び事業税 1,000

法人税等調整額 38,542

法人税等合計 39,542

四半期純利益 52,394
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 91,937

減価償却費 146,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,066

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,868

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,911

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,762

受取利息及び受取配当金 △1,910

支払利息 172,983

有形固定資産売却損益（△は益） △213,322

有形固定資産除却損 5,517

売上債権の増減額（△は増加） △1,959

たな卸資産の増減額（△は増加） 510,448

仕入債務の増減額（△は減少） △1,115,597

前受金の増減額（△は減少） △547,635

その他 △146,243

小計 △1,058,466

利息及び配当金の受取額 1,694

利息の支払額 △174,615

法人税等の支払額 △308

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,231,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 18,099

有形固定資産の取得による支出 △263,458

有形固定資産の売却による収入 867,971

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 622,621

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） 974,500

長期借入れによる収入 3,079,200

長期借入金の返済による支出 △2,834,027

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △135,381

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,069,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 460,218

現金及び現金同等物の期首残高 1,928,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,388,875
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

該当事項はありません。

　

【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】

　

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

　

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

１．固定資産の減価償却の方法

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．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ついては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予

想やタックスプラニングを利用する方法によっております。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

 

　

　

【追加情報】

　

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

有形固定資産の耐用年数の一部変更について

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、当

第１四半期会計期間より、一部の有形固定資産について耐用年数の見直しを実施いたしました。

なお、この変更による損益に与える影響は、軽微であります。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　

当第１四半期会計期間末

(平成21年５月31日)

前事業年度末

(平成21年２月28日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 4,076,884千円

 

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 4,160,562千円

 

　２　偶発債務 　２　偶発債務

　　保証債務

分譲マンション購入者（25名）の銀行ローン

79,726千円に対し保証を行っております。

　　保証債務

分譲マンション購入者（26名）の銀行ローン

83,801千円に対し保証を行っております。

※３　担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

定期預金 1,068,813千円

有価証券 32,251千円

販売不動産 3,987,523千円

仕掛販売用不動産 11,514,039千円

建物 8,979,994千円

土地 10,282,699千円

合計 35,865,321千円

 

※３　担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

定期預金 1,068,719千円

有価証券 32,213千円

販売不動産 4,275,732千円

仕掛販売用不動産 12,689,848千円

建物 9,267,832千円

土地 10,186,272千円

合計 37,520,618千円

 

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行とコミットメントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく当第１四半期会

計期間末の借入残高は次のとおりであります。

総コミット金額（融資枠） 1,700,000千円

借入実行残高 1,700,000千円

差引額 ―　千円

 

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行とコミットメントライン等契約を締結してお

ります。なお、この契約に基づく当事業年度末の

借入残高は次のとおりであります。

総コミット金額（融資枠） 4,300,000千円

借入実行残高 2,765,000千円

差引額 1,535,000千円
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(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　

当第１四半期累計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 199,746千円

ガイドルーム費 116,185千円

役員報酬 33,600千円

給与手当 100,522千円

賞与引当金繰入額 33,868千円

退職給付費用 5,005千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,762千円

役員賞与引当金繰入額 1,200千円

福利厚生費 24,564千円

租税公課 69,656千円

減価償却費 8,967千円

支払手数料 32,507千円

 

 

　２　売上高及び売上原価の四半期ごとに偏向について

　当社の主要事業である分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者へ引渡しが行われる際に売上高が

計上されるため、開発時期や工期等により四半期ごとの業績に偏向が生じる場合があります。

　

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期累計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　(平成21年５月31日現在)

　

現金及び預金勘定 3,957,985千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金及び定期積金

△1,569,109千円

現金及び現金同等物 2,388,875千円

　

　

　

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

18/24



(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成21年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成
21年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第１四半期

会計期間末

(株)

　普通株式 10,000,000

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月27日　

定時株主総会
普通株式 150,00015.00平成21年２月28日平成21年５月28日利益剰余金

　
(2)　基準日が当会計年度の開始の日から当四半期会計期間末に属する配当のうち、配当の効力発生日が
当四半期会計期間末の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引にかかる方法に準じて処理を
行っておりますが、当第１四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい
変動が認められないため、記載しておりません。
　

(有価証券関係)

有価証券の当第１四半期貸借対照表計上額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありませ
ん。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期会計期間末

（平成21年５月31日)

　デリバティブ取引の当第１四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。
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(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

　　該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

　　該当事項はありません。

　

　

(持分法損益等)

当第１四半期累計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

　　関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末

(平成21年５月31日)

前事業年度末

(平成21年２月28日)

　

１株当たり純資産額 1,350円92銭

　

　

１株当たり純資産額 1,360円66銭

　

　 　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第１四半期会計期間末

(平成21年５月31日)

前事業年度末

(平成21年２月28日)

純資産の部の合計額（千円） 13,509,205 13,606,632

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 13,509,205 13,606,632

期末の普通株式の数（株） 10,000,000 10,000,000

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期累計期間

当第１四半期累計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

 

１株当たり四半期純利益 5円24銭

 

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　 　

当第１四半期累計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

四半期純利益（千円） 　 52,394

普通株主に帰属しない金額（千円） 　 －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 　 52,394

普通株式の期中平均株式数（株） 　 10,000,000
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(重要な後発事象)

当第１四半期会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

　　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年７月14日

和田興産株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　常　　本　　良　　治　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　三　　井　　孝　　晃　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている和田

興産株式会社の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第44期事業年度の第１四半期累計期間(平成

21年３月１日から平成21年５月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計

算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、和田興産株式会社の平成21年５月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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