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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】

提出会社の経営指標等

回次

第45期

第３四半期

累計期間

第46期

第３四半期

累計期間

第45期

第３四半期

会計期間

第46期

第３四半期

会計期間

第45期

会計期間
自平成22年３月１日

至平成22年11月30日

自平成23年３月１日

至平成23年11月30日

自平成22年９月１日

至平成22年11月30日

自平成23年９月１日

至平成23年11月30日

自平成22年３月１日

至平成23年２月28日

売上高 (千円) 14,789,20516,787,5152,869,9953,271,57828,231,058

経常利益又は経常損失(△)(千円) △534,4441,304,507△490,208△39,222 844,331

四半期(当期)純利益又は四
半期純損失(△)

(千円) △339,079 573,853△315,438△240,307 428,993

持分法を適用した場合の投
資利益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) － － 891,250 891,250 891,250

発行済株式総数 (株) － － 10,000,00010,000,00010,000,000

純資産額 (千円) － － 12,846,08014,085,58213,612,789

総資産額 (千円) － － 48,229,07348,812,54248,233,597

１株当たり純資産額 (円) － － 1,284.621,408.571,361.29

１株当たり四半期(当期)純
利益金額又は１株当たり四
半期純損失金額(△)

(円) △33.91 57.39 △31.54 △24.03 42.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － 10.00

自己資本比率 (％) － － 26.6 28.9 28.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,167,004△3,474,644 － － 10,872,922

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △92,521 255,081 － － △208,970

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,874,269957,632 － － △6,172,807

現金及び現金同等物の四半
期末(期末)残高

(千円) － － 1,723,9945,752,9948,014,924

従業員数 (名) － － 88 89 87

(注)１．当社は第３四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、当第３四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）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、又、第45期第３四

半期累計期間及び会計期間並びに第46期第３四半期会計期間については、四半期純損失のため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第３四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】

提出会社の状況（平成23年11月30日現在）

従業員数(名) 89　

(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17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

当第３四半期会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

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)

売上金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

分譲マンション販売 2,465,670 75.4 －

その他不動産販売 252,978 7.7 －

不動産賃貸収入 547,752 16.7 －

その他 5,176 0.2 －

合計 3,271,578 100.0 114.0

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　２．セグメントごとの前年同期比については、「セグメント情報」の適用初年度であるため、記載を省略しておりま

す。

　　３．分譲マンション販売は、マンションの竣工後購入者への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) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

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)

物件名 戸数（戸） 金額（千円）

分譲マンション販売

ワコーレ長田ディアコート 36 877,761

ワコーレ元町ザ・シティ 19 589,793

ワコーレ上沢通 16 509,029

その他分譲マンション 14 489,085

小　　計 85 2,465,670

その他不動産販売

戸建て住宅 7 229,978

その他 － 23,000

小　　計 7 252,978

不動産賃貸収入
賃貸マンション等の賃貸収入 （注4）－ 547,752

小　　計 （注4）－ 547,752

その他
その他の収入 （注4）－ 5,176

小　　計 （注4）－ 5,176

合　　計 92 3,271,578

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　２．分譲マンション販売の物件各金額には、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．その他不動産販売のその他は、宅地の販売金額であります。

　　４．不動産賃貸収入及びその他には、販売住戸が含まれていないため、戸数表示はしておりません。

　　５．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３四半期会計期間における契約実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

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)

期中契約高 契約残高

戸数（戸） 金額（千円） 戸数（戸） 金額（千円）

分譲マンション販売 207 6,176,262 493 15,220,517

その他不動産販売 9 378,459 7 301,888

合計 216 6,554,721 500 15,522,405

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　２．分譲マンション販売の金額には、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．その他不動産販売の戸数は戸建て住宅の戸数を、金額は戸建て住宅とその他不動産の合計金額をそれぞれ記載し

ております。

　　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 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末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３四半期会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、経済環境がより一層厳し

くなる状況にありましたが、サプライチェーンをはじめとする復旧も徐々に進み、生産活動が回復した

ことにより、製造業を中心とした企業活動も安定的となり、また個人消費についても下げ止まり感が窺

えつつあります。

しかしながら、原発問題による電力のエネルギー不足の懸念、長期化する円高問題や株価の低迷、欧

州の財政不安、米中経済の不透明感等により、景気の回復感も乏しく、日本の経済情勢は、デフレ基調を

残したまま、今後においても不透明な状況が続くものと予測されます。

不動産業界においては、分譲市場は比較的安定的かつ堅調な推移が続いておりますが、賃貸市場にお

いては、オフィス・テナント関連を中心に、コスト削減意識の高まりを受け、今後においても厳しい状

況が続くものと思われます。

このような事業環境のなか、当社は、主要事業である分譲マンションの販売に注力するとともに、有

利子負債の削減及び賃貸用不動産のポートフォリオの最適化を目指すために、賃貸用不動産の売却に

も注力しながら、財務バランスの最適化と収益力向上に向けた取り組みを行ってまいりました。

その結果、当第３四半期会計期間における売上高は3,271百万円（前年同期比114.0％）、営業利益は

138百万円（前年同期は317百万円の営業損失）、経常損失は39百万円（前年同期は490百万円の経常損

失）、四半期純損失は240百万円（前年同期は315百万円の四半期純損失）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。

　
セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、セグメントごとの売上金額の前年同期比につい

ては、「セグメント情報」の適用初年度であるため、記載しておりません。

　
（分譲マンション販売）

当第３四半期会計期間における分譲マンション販売の売上高は、2,465百万円となりました。
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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、開発の基盤となる優良用地は依然と

して不足しているものの、販売面においては、販売価格の調整、政策支援並びに金融緩和政策による低

金利等を背景として、一次取得者層の購買意欲が持ち直したことにより、マンションの契約率は堅調に

推移するなか、当社としましては、新規発売物件を中心に、契約獲得に向けた販売活動に注力してまい

りました。

その結果、当四半期会計期間における発売戸数は145戸（前年同期比43.0％）、契約戸数は207戸（同

79.3％）、受注残戸数は493戸（同75.2％）となりましたが、引渡戸数は新規竣工物件が２棟となり、85

戸（同188.9％）と前年同期に比べ増加したことにより、売上高は2,465百万円、セグメント利益は59百

万円となりました。

　
（その他不動産販売）

当第３四半期会計期間におけるその他不動産販売の売上高は、252百万円となりました。

その他不動産販売におきましては、戸建て住宅７戸及び販売用不動産１物件の販売により、売上高は

252百万円、セグメント利益は2百万円となりました。

　
（不動産賃貸収入）

当第３四半期会計期間における不動産賃貸収入は、547百万円となりました。

賃貸その他事業のうち主力の賃貸事業におきましては、オフィス・テナント関連の賃料水準が引き

続き弱含みで推移するなか、住宅関連の入居率の向上と滞納率の改善に努めることにより、賃貸収入の

安定的な確保を目指してまいりました。

その結果、不動産賃貸収入は547百万円、セグメント利益は222百万円となりました。

　
（その他）

当第３四半期会計期間におけるその他の売上高は、保険代理店手数料収入等で5百万円、セグメント

利益は5百万円となりました。

　
(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期会計期間末における資産は、48,812百万円（前事業年度末比578百万円の増加）となり

ました。

主な要因は、仕入債務の決済及びたな卸資産の購入等により現金及び預金の減少2,075百万円、賃貸

不動産の売却、減損損失の計上並びに減価償却等による建物及び土地の減少1,036百万円等の減少要因

に対し、分譲用地の取得及び建築費用等の支払により、仕掛販売用不動産を主としたたな卸資産が

3,585百万円増加したこと等によるものであります。

　
（負債）

当第３四半期会計期間末における負債は、34,726百万円（前事業年度末比106百万円の増加）となり

ました。

主な要因は、支払手形及び買掛金の決済による仕入債務の減少755百万円、未払消費税等の減少314百

万円及び分譲マンションの竣工引渡に伴う前受金の減少308百万円等の減少要因に対し、運転資金等の

調達に伴う短期借入金の増加661百万円、プロジェクト資金等の長期借入金（１年内返済予定分含む）

の増加166百万円、賃貸不動産購入に伴う社債の増加230百万円、未払法人税等の増加306百万円並びに

資産除去債務（流動負債分含む）の増加100百万円等の増加要因によるものであります。

　
（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産は、14,085百万円（前事業年度末比472百万円の増加）とな

りました。

主な要因は、利益配当金99百万円による利益剰余金の減少等に対し、四半期純利益573百万円（累計

期間）の計上によるものであります。
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(3) 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、5,752百万円（第

２四半期会計期間末比233百万円の増加）となりました。

　
当第３四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下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３四半期会計期間において、営業活動の結果増加した資金は、291百万円（前年同期は252百万円

の増加）となりました。

主な要因は、税引前四半期純損失441百万円の計上、たな卸資産増加による資金の減少393百万円等の

減少要因に対し、減価償却費151百万円、減損損失369百万円の計上、仕入債務の増加額426百万円及び前

受金の増加額180百万円等の増加要因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）

当第３四半期会計期間において、投資活動の結果減少した資金は、29百万円（前年同期は147百万円

の増加）となりました。

主な要因は、有形固定資産売却による収入76百万円及び定期預金の純減少額による増加9百万円等に

対し、有形固定資産取得による支出98百万円等の減少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）

当第３四半期会計期間において、財務活動の結果減少した資金は、28百万円（前年同期は992百万円

の減少）となりました。

主な要因は、分譲用地等の購入に伴う長期借入れによる収入379百万円及び賃貸不動産購入に伴う社

債の発行260百万円に対し、長期借入金の返済による支出574百万円及び運転資金等の短期借入金の減

少76百万円等によるものであります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２．設備の新設、除却等の計画

(1) 第２四半期会計期間末に計画していた主要な設備の新設、除却等について

該当事項はありません。

(2) 第２四半期会計期間末に計画していた主要な設備計画の変更

該当事項はありません

(3) 新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、新たに確定した主要な設備の売却は次のとおりであります。

物件名

(所在地)

セグメント

の名称

設備

の内容

四半期末帳簿価額(千円)

売却予定年月構築物

他

土地

（面積㎡）
合計

ワコーレパーク2000糸屋町

(大阪市中央区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
1,648

197,297
(347.45)

198,946平成23年12月

(注)１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　２．上記物件は、土地等の譲渡契約の締結に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失369,826千円を計上し

ました。なお、上記帳簿価額は減損後の帳簿価額であります。
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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３四半期会計期間末
現在発行数(株)

(平成23年11月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年１月13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
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

（注）１、２

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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【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

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成23年11月30日 ― 10,000,000 ― 891,250 ― 936,439

　

(6) 【大株主の状況】

当第３四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。

また、大量保有報告書については、第２四半期会計期間末より当第３四半期会計期間末までに異動等

の報告は受けておりません。
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(7) 【議決権の状況】

①　【発行済株式】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年８月31日）に基づく株主名簿によ

り記載をしております。
平成23年８月31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 9,999,400 99,994 －

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数 　 10,000,000 － －

総株主の議決権 　 － 99,994 －

(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23年８月31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23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 440 383 393 381 413 402 380 372 365

最低(円) 232 323 352 350 361 330 336 343 329

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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提出日後、当四半期報告書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。

なお、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期累計期

間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四

半期会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成23年３月

１日から平成23年11月30日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日

から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）

に係る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び

当第３四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による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 ※３
 7,597,291

※３
 9,672,324

売掛金 33,428 16,398

販売用不動産 ※３
 3,782,280

※３
 4,174,073

仕掛販売用不動産 ※３
 12,845,008

※３
 8,867,300

繰延税金資産 300,469 291,374

未収消費税等 77,347 －

その他 ※３
 277,454

※３
 251,959

貸倒引当金 △6,001 △204

流動資産合計 24,907,278 23,273,226

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１, ※３
 10,233,898

※１, ※３
 10,623,770

土地 ※３
 12,210,728

※３
 12,856,984

その他（純額） ※１
 149,270

※１
 177,999

有形固定資産合計 22,593,896 23,658,753

無形固定資産 383,561 385,547

投資その他の資産

その他 937,867 1,188,704

貸倒引当金 △10,061 △272,635

投資その他の資産合計 927,805 916,069

固定資産合計 23,905,263 24,960,370

資産合計 48,812,542 48,233,597

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,805,111 6,560,694

短期借入金 2,116,750 1,455,198

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 4,133,105 6,444,832

未払法人税等 471,104 164,302

未払消費税等 － 314,658

前受金 1,125,042 1,433,382

資産除去債務 13,259 －

賞与引当金 114,464 72,218

役員賞与引当金 11,200 600

完成工事補償引当金 20,000 21,000

訴訟損失引当金 6,000 －

その他 504,702 513,619

流動負債合計 14,350,739 17,010,505
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(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)

固定負債

社債 990,000 760,000

長期借入金 18,184,210 15,706,103

退職給付引当金 118,350 103,327

役員退職慰労引当金 362,509 345,946

資産除去債務 87,357 －

その他 633,793 694,925

固定負債合計 20,376,220 17,610,302

負債合計 34,726,960 34,620,808

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 12,267,213 11,793,358

自己株式 △27 △27

株主資本合計 14,094,874 13,621,020

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,158 5,054

繰延ヘッジ損益 △10,450 △13,284

評価・換算差額等合計 △9,292 △8,230

純資産合計 14,085,582 13,612,789

負債純資産合計 48,812,542 48,233,597

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

13/31



(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 14,789,205 16,787,515

売上原価 12,703,710 13,029,122

売上総利益 2,085,495 3,758,392

販売費及び一般管理費 ※１
 2,049,527

※１
 1,925,382

営業利益 35,968 1,833,010

営業外収益

受取利息 2,650 2,756

受取配当金 2,174 2,296

法人税等還付加算金 4,877 －

保険解約返戻金 3,965 －

受取手数料 － 3,179

その他 13,698 3,704

営業外収益合計 27,367 11,936

営業外費用

支払利息 510,663 456,940

その他 87,118 83,499

営業外費用合計 597,781 540,439

経常利益又は経常損失（△） △534,444 1,304,507

特別利益

有形固定資産売却益 4,353 241,677

受取損害賠償金 33,000 －

償却債権取立益 3,670 －

特別利益合計 41,024 241,677

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,634

訴訟損失引当金繰入額 － 6,000

減損損失 － ※３
 369,826

有形固定資産売却損 3,182 31,978

損害賠償金 65,000 25,000

特別損失合計 68,182 480,440

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △561,603 1,065,744

法人税、住民税及び事業税 2,000 539,000

法人税等調整額 △224,524 △47,109

法人税等合計 △222,524 491,890

四半期純利益又は四半期純損失（△） △339,079 573,853

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

14/31



【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 2,869,995 3,271,578

売上原価 2,514,310 2,444,333

売上総利益 355,684 827,244

販売費及び一般管理費 ※１
 673,178

※１
 689,068

営業利益又は営業損失（△） △317,494 138,176

営業外収益

受取利息 648 871

受取手数料 516 315

その他 － △133

営業外収益合計 1,165 1,053

営業外費用

支払利息 165,082 150,469

その他 8,797 27,982

営業外費用合計 173,879 178,452

経常損失（△） △490,208 △39,222

特別利益

償却債権取立益 3,670 －

特別利益合計 3,670 －

特別損失

有形固定資産売却損 3,182 31,978

訴訟損失引当金繰入額 － △25,000

減損損失 － ※３
 369,826

損害賠償金 35,000 25,000

特別損失合計 38,182 401,805

税引前四半期純損失（△） △524,720 △441,028

法人税、住民税及び事業税 1,000 △192,000

法人税等調整額 △210,282 △8,720

法人税等合計 △209,282 △200,720

四半期純損失（△） △315,438 △240,307
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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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△561,603 1,065,744

減価償却費 444,068 440,148

減損損失 － 369,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,297 △256,776

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,180 42,246

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 600 10,600

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4,000 △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,695 15,023

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,112 16,562

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 6,000

受取利息及び受取配当金 △4,824 △5,052

支払利息 510,663 456,940

有形固定資産売却損益（△は益） △1,171 △209,698

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,634

受取損害賠償金 △33,000 －

損害賠償金 65,000 25,000

有形固定資産除却損 101,181 70,102

売上債権の増減額（△は増加） 14,466 △17,029

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,734,757 △3,585,915

仕入債務の増減額（△は減少） △3,259,774 △755,582

前受金の増減額（△は減少） 1,418,648 △308,339

その他 234,086 △205,610

小計 1,710,382 △2,779,176

利息及び配当金の受取額 5,788 4,014

利息の支払額 △582,748 △442,827

損害賠償金の受取額 33,000 －

損害賠償金の支払額 △65,000 △25,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 65,581 △231,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,167,004 △3,474,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） △65,539 △168,597

有形固定資産の取得による支出 △254,132 △728,772

有形固定資産の売却による収入 281,799 1,208,162

無形固定資産の取得による支出 △9,046 △8,643

借地権の解約による収入 5,000 －

その他 △50,602 △47,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,521 255,081
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(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)

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） 1,489,598 661,551

長期借入れによる収入 3,875,265 6,193,255

長期借入金の返済による支出 △8,158,957 △6,026,874

社債の発行による収入 － 260,000

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △27 －

配当金の支払額 △50,148 △100,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,874,269 957,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,799,786 △2,261,930

現金及び現金同等物の期首残高 3,523,780 8,014,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,723,994 5,752,994
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【継続企業の前提に関する事項】

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）

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)

（会計処理基準に関する事項の変更）

「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は6,658千円、税引前当期純利益は54,292千円、そ

れぞれ減少しております。
　

　

【表示方法の変更】

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)

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益総額の

100分の20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期累計期

間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は1,572千円であります。

 また、前第３四半期累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「法人税等還付加算金」について

は、当第３四半期累計期間では金額が僅少となったため、「その他」に含めることといたしました。なお、当第３四

半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「法人税等還付加算金」は16千円であります。
　

　
【簡便な会計処理】

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)

１．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．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測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

　
　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　

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

(平成23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 4,898,810千円

 

※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 4,610,908千円

 

　２　偶発債務 　２　偶発債務

　　(保証債務)

分譲マンション購入者の銀行ローン66,260千円に

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の銀行ローン69,356千円に

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 1,405,887千円

有価証券 32,317千円

販売用不動産 3,467,460千円

仕掛販売用不動産 9,379,274千円

建物 9,400,492千円

土地 10,973,735千円

合計 34,659,166千円

 

※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 1,305,474千円

有価証券 32,304千円

販売用不動産 3,569,905千円

仕掛販売用不動産 6,080,909千円

建物 9,819,289千円

土地 11,618,881千円

合計 32,426,763千円
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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

(平成23年２月28日)

　４　当社の長期借入金のうち、10,978,402千円（シンジ

ケートローン契約）及び1,023,039千円並びに

46,000千円については、それぞれ以下の財務制限

条項が付されており、当該条項に抵触することと

なった場合には、当該借入金について期限の利益

を喪失するおそれがあります。

 
　(1) 長期借入金(10,978,402千円)に係る財務制限条項

　　①平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日にお

ける貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年２

月期及び直前決算期の末日における同表の純資

産合計金額の75％以上に維持すること。

　　②平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日にお

ける損益計算書の経常損益を、２期連続（初回を

平成23年２月期及び平成24年２月期の２期とす

る）で損失としないこと。

 
　(2) 長期借入金(1,023,039千円)に係る財務制限条項

　　①各年度決算期の末日における貸借対照表において、

純資産の部の合計額を、平成22年２月期の年度決

算期の末日における純資産の部の合計額又は前

年度決算期の末日における純資産の部の合計額

のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

　　②各年度決算期の末日における損益計算書において、

経常損益の金額を、２期連続してマイナスとしな

いこと。

 
　(3) 長期借入金(46,000千円)に係る財務制限条項

　　　本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸

借対照表における純資産の部の金額を、前年同期

比の75％以上に維持すること。

　４　当社の長期借入金のうち、12,100,000千円（シンジ

ケートローン契約）及び767,270千円について

は、それぞれ以下の財務制限条項が付されてお

り、当該条項に抵触することとなった場合には、

当該借入金について期限の利益を喪失するおそ

れがあります。

　

　(1) 長期借入金(12,100,000千円)に係る財務制限条項

　　①平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日にお

ける貸借対照表の純資産合計金額を、平成22年２

月期及び直前決算期の末日における同表の純資

産合計金額の75％以上に維持すること。

　　②平成23年２月期以降に到来する各決算期の末日にお

ける損益計算書の経常損益を、２期連続（初回を

平成23年２月期及び平成24年２月期の２期とす

る）で損失としないこと。

 
　(2) 長期借入金(767,270千円)に係る財務制限条項

　　①各年度決算期の末日における貸借対照表において、

純資産の部の合計額を、平成22年２月期の年度決

算期の末日における純資産の部の合計額又は前

年度決算期の末日における純資産の部の合計額

のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

　　②各年度決算期の末日における損益計算書において、

経常損益の金額を、２期連続してマイナスとしな

いこと。
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(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

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)

※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 636,727千円

ガイドルーム費 386,554千円

貸倒引当金繰入額 3,451千円

役員報酬 90,600千円

給与手当 281,262千円

賞与引当金繰入額 93,069千円

退職給付費用 16,300千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,112千円

役員賞与引当金繰入額 1,200千円

福利厚生費 70,336千円

租税公課 217,962千円

減価償却費 23,906千円

支払手数料 71,127千円

 

※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 483,124千円

ガイドルーム費 359,900千円

貸倒引当金繰入額 5,750千円

役員報酬 97,800千円

給与手当 299,220千円

役員賞与引当金繰入額 11,200千円

賞与引当金繰入額 114,464千円

退職給付費用 15,123千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,562千円

福利厚生費 76,227千円

租税公課 198,905千円

減価償却費 23,389千円

支払手数料 87,610千円

 

　２　売上高及び売上原価の四半期毎の偏向について

　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
期毎の業績に偏向が生じる場合があります。

　２　売上高及び売上原価の四半期毎の偏向について

　同左

※３　―――

 

※３　減損損失

　当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし
た。

用途 場所 種類
金額

（千円）

時間貸

駐車場１件

大阪市

中央区
構築物・工具、器
具及び備品・土地

369,826

合計 369,826

（経緯）

　当該資産については、土地等の譲渡契約の締結に伴い、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として特別損失に計上しております。

 

（種類ごとの減損損失の内訳）

種類 金額（千円）

構築物

工具、器具及び備品

土地

1,230

1,834

366,761

合計 369,826

 

（グルーピングの方法）

　原則として事業部別に区分し、賃貸用不動産について
は、個々の物件を単位としております。

 

（回収可能価額の算定方法等）

　回収可能価額は、土地等の譲渡契約に基づく正味売却
価額により算定しております。
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第３四半期会計期間

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)

※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 234,296千円

ガイドルーム費 100,727千円

役員報酬 30,000千円

給与手当 96,243千円

賞与引当金繰入額 31,116千円

退職給付費用 5,300千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,037千円

福利厚生費 23,106千円

租税公課 72,338千円

減価償却費 7,909千円

支払手数料 21,744千円

 
　２　売上高及び売上原価の四半期毎の偏向について

　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

四半期毎の業績に偏向が生じる場合があります。

　なお、当第３四半期会計期間において、分譲マン

ション１物件の竣工（第２四半期会計期間は１物

件の竣工及び賃貸用販売不動産の販売）であった

ことにより、当第２四半期会計期間に比べ売上高で

61.0％減及び売上原価で60.0％減となっておりま

す。

※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 178,617千円

ガイドルーム費 155,321千円

役員報酬 33,600千円

給与手当 100,664千円

賞与引当金繰入額 41,302千円

退職給付費用 4,426千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,787千円

福利厚生費 25,704千円

租税公課 53,439千円

減価償却費 9,147千円

支払手数料 25,493千円

 
　２　売上高及び売上原価の四半期毎の偏向について

　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

四半期毎の業績に偏向が生じる場合があります。

　なお、当第３四半期会計期間において、分譲マン

ション２物件の竣工等となり、第２四半期会計期間

に比べ売上高で64.5％減及び売上原価で66.3％減

となっております。

 
 

※３　―――

 

※３　減損損失

　当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし
た。

用途 場所 種類
金額

（千円）

時間貸

駐車場１件

大阪市

中央区
構築物・工具、器
具及び備品・土地

369,826

合計 369,826

（経緯）

　当該資産については、土地等の譲渡契約の締結に伴い、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として特別損失に計上しております。

 

（種類ごとの減損損失の内訳）

種類 金額（千円）

構築物

工具、器具及び備品

土地

1,230

1,834

366,761

合計 369,826

 

（グルーピングの方法）

　原則として事業部別に区分し、賃貸用不動産について
は、個々の物件を単位としております。

 

（回収可能価額の算定方法等）

　回収可能価額は、土地等の譲渡契約に基づく正味売却
価額により算定しております。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

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)

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22年11月30日現在)

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23年11月30日現在)

　

現金及び預金勘定 3,311,825千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金及び定期積金

△1,587,830千円

現金及び現金同等物 1,723,994千円

　

　

現金及び預金勘定 7,597,291千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金及び定期積金

△1,844,297千円

現金及び現金同等物 5,752,994千円

　
　 　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期

会計期間末

  普通株式 （株） 10,000,000

　
２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第３四半期

会計期間末

  普通株式 （株） 99

　
３．新株予約権の四半期会計期間末残高等

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23年５月27日

開催の定時株主総

会

普通株式 99,999 10.00平成23年２月28日平成23年５月30日利益剰余金

　
(2)　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の

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

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(金融商品関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認

められません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認

められません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

デリバティブ取引の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が認

められません。

　

(持分法損益等)

第３四半期累計期間

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)

１．関連会社に関する事項

　　関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
 
２．開示対象特別目的会社に関する事項

開示対象特別目的会社が存在しないため、該当事項
はありません。

１．関連会社に関する事項

　　同左
 
 
２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

第３四半期会計期間

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)

１．関連会社に関する事項

　　関連会社が存在しないため、該当事項はありません。

　 　

２．開示対象特別目的会社に関する事項

開示対象特別目的会社が存在しないため、該当事項
はありません。

１．関連会社に関する事項

　　同左

　 　

 

２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
　 　

　

(ストック・オプション等関係)

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）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

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）

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動

が認められません。

なお、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）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、第１四半期会計期間

の期首における残高と比較しております。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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、本社に商品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う商品・サービスについて、包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は事業部を基礎とした商品・サービス別セグメントから構成されており、「分譲マン

ション販売」「その他不動産販売」「不動産賃貸収入」の３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主な内容は次のとおりであります。

(1) 分譲マンション販売

　　分譲マンションの開発、企画、販売を行っております。

(2) その他不動産販売

　　主に戸建て住宅、宅地、賃貸不動産等の開発、企画、販売を行っております。

(3) 不動産賃貸収入

　　主に住居系の賃貸マンションを中心とした不動産の賃貸を行っております。

　（販売用で保有している収益物件の賃貸収入を含めております。）

　
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）

区分

報告セグメント
その他
(千円)

合計
(千円)分譲

マンション販売
(千円)

その他
不動産販売
(千円)

不動産
賃貸収入
(千円)

計
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

 外部顧客への売上高 13,906,1561,185,7561,670,75816,762,67124,84316,787,515

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ － － － － －

計 13,906,1561,185,7561,670,75816,762,67124,84316,787,515

セグメント利益 1,569,85823,652 671,5282,265,03922,9402,287,980

(注) 「その他」の区分には、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、解約手付金収入及び保険代理店手

数料収入等を含んでおります。
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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）

区分

報告セグメント
その他
(千円)

合計
(千円)分譲

マンション販売
(千円)

その他
不動産販売
(千円)

不動産
賃貸収入
(千円)

計
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

 外部顧客への売上高 2,465,670252,978 547,7523,266,4015,1763,271,578

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

－ － － － － －

計 2,465,670252,978 547,7523,266,4015,1763,271,578

セグメント利益 59,503 2,923 222,049 284,4765,096289,573

(注) 「その他」の区分には、報告セグメントには含まれない事業セグメントであり、解約手付金収入及び保険代理店手

数料収入等を含んでおります。

　
３．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)

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）

利益 金額（千円）

報告セグメント　計 2,265,039

「その他」の区分の利益 22,940

全社費用（注） △454,970

四半期損益計算書の営業利益 1,833,010

(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であります。

　

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）

利益 金額（千円）

報告セグメント　計 284,476

「その他」の区分の利益 5,096

全社費用（注） △151,396

四半期損益計算書の営業利益 138,176

(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であります。

　

４．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

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）

（固定資産に係る重要な減損損失）

「不動産賃貸収入」セグメントの資産（時間貸駐車場）において、土地等の譲渡契約の締結に伴い、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期会計期間においては369,826千円であります。

　

（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。
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(賃貸等不動産関係)

当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

賃貸等不動産の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られません。

　

(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

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

(平成23年２月28日)

　

１株当たり純資産額 1,408円57銭

　

　

１株当たり純資産額 1,361円29銭

　

　 　

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
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

(平成23年２月28日)

純資産の部の合計額 (千円) 14,085,582 13,612,789

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 14,085,582 13,612,789

普通株式の発行済株式数 （株） 10,000,000 10,000,000

普通株式の自己株式数 （株） 99 99

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 （株） 9,999,901 9,999,901

　

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

第３四半期累計期間

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)

 

１株当たり四半期純損失金額 33円91銭

 

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

 

 

１株当たり四半期純利益金額 57円39銭

 

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について
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又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目

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)

四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △339,079 573,853

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △339,079 573,853

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式の期中平均株式数 （株） 9,999,932 9,999,901
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第３四半期会計期間

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)

 

１株当たり四半期純損失金額 31円54銭

 

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失金額 24円03銭

 

　同左

 

　 　

 (注)　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目

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)

四半期純損失 (千円) 315,438 240,307

普通株式に係る四半期純損失 (千円) 315,438 240,307

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式の期中平均株式数 （株） 9,999,901 9,999,901

　 　

　

(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

28/31



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23年１月13日

和田興産株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    常    本    良    治    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    三    井    孝    晃    ㊞

　
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22年３月１日から平成23年２月28日までの第45期事業年度の第３四半期会計期間(平成

22年９月１日から平成22年11年30日まで)及び第３四半期累計期間(平成22年３月１日から平成22年11月30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22年11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年１月12日

和田興産株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    常    本    良    治    ㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    三    井    孝    晃    ㊞

　
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23年３月１日から平成24年２月29日までの第46期事業年度の第３四

半期会計期間(平成23年９月１日から平成23年11月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年

３月１日から平成23年11月30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23年11月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成

績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・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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