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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46期
第３四半期
累計期間

第47期
第３四半期
累計期間

第46期

会計期間
自  平成23年３月１日

至  平成23年11月30日

自  平成24年３月１日

至  平成24年11月30日

自  平成23年３月１日

至  平成24年２月29日

売上高 （千円） 16,787,515 10,712,824 22,550,069

経常利益又は経常損失（△） （千円） 1,304,507 △202,771 1,849,294

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

（千円） 573,853 △448,645 671,475

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） 10,000,000 10,000,000 10,000,000

純資産額 （千円） 14,085,582 13,587,447 14,186,018

総資産額 （千円） 48,812,542 53,214,732 47,408,908

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） 57.39 △44.87 67.15

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） － － 15.00

自己資本比率 （％） 28.9 25.5 29.9

　

回次
第46期
第３四半期
会計期間

第47期
第３四半期
会計期間

会計期間
自  平成23年９月１日

至  平成23年11月30日

自  平成24年９月１日

至  平成24年11月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

（円） △24.03 △35.82

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度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記載しておりませ

ん。

　

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、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。

なお、第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状

況 １ 四半期財務諸表の注記事項（セグメント情報等）セグメント情報」の当第３四半期累計期間の

「３．報告セグメントの変更等に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、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。

　
２ 【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。

　
３ 【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) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務危機を発端に、世界的な経済の停滞感が払

拭できないまま、依然として続く円高、株安等による日本経済の伸び悩みが続くなか、原発問題による

全国的な節電意識の高まりや消費税増税の決定等も相まって、今後の経済情勢については引き続き不

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、分譲市場は低金利や政策支援等もあり、比較的安定的な状況が続いておりま

すが、賃貸市場においては、経済情勢を反映してコスト削減意識に拍車がかかるものと予測され、厳し

い状況が続くものと思われます。また、東日本大震災の復興が本格化しつつある現況において、建築費

等の上昇が懸念され、今後の事業活動に影響を及ぼす可能性があるものと考えております。

このような事業環境のなか、当社においては、商業系の賃貸物件は軟調傾向が続いておりますが、住

居系の賃貸物件や分譲マンションの契約の進捗については、比較的堅調に推移しており、主要事業であ

る分譲マンションの販売に引き続き注力するとともに、賃貸用不動産のポートフォリオの最適化への

取り組みを行ってまいりました。

当事業年度においては、分譲マンションの竣工及び引渡が第４四半期会計期間に集中する見込みで

あることから、当第３四半期累計期間における売上高は10,712百万円（前年同期比63.8％）、営業利益

は308百万円（同16.8％）、経常損失は202百万円（前年同期は1,304百万円の経常利益）、四半期純損

失は448百万円（前年同期は573百万円の四半期純利益）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。当事業年度においては、第４四半期会計期間に分譲マンションの引渡が集中する見込みでありま

す。

　
セグメント別の業績は次のとおりでありますが、第１四半期会計期間より報告セグメントとして記

載する事業セグメントを変更しており、当第３四半期累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づい

ております。

（分譲マンション販売）

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不足しているものの、低金

利を背景とした住宅ローン金利の引き下げや政策支援等により、分譲マンション市場は比較的堅調に

推移しており、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。

なお、分譲マンションの引渡については、第４四半期会計期間に集中する見込みであることから、当

第３四半期累計期間における売上高は8,003百万円（前年同期比57.6％）、セグメント利益（営業利

益）は37百万円（同2.4％）となりました。

なお、当第３四半期累計期間において、分譲マンションの発売戸数は551戸（同111.5％）、契約戸数

は544戸（同110.1％）、引渡戸数は236戸（同53.3％）、契約済未引渡残戸数は838戸（同170.0％）と

なりました。
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（戸建て住宅販売）

戸建て住宅販売の売上高は、戸建て住宅30戸の引渡により、売上高は966百万円（前年同期比

99.1％）、セグメント利益（営業利益）は９百万円（同28.4％）となりました。

（その他不動産販売）

その他の不動産販売の売上高は、宅地販売２件の引渡により、売上高は120百万円（前年同期比

57.1％）、セグメント利益（営業利益）は23百万円（前年同期は８百万円のセグメント損失）となり

ました。

（不動産賃貸収入）

不動産賃貸収入におきましては、前期に引き続きオフィス・テナント関連の賃料水準が弱含みで推

移する中、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1,590百万円（前年同期比95.2％）、セグメント利益（営業利益）は667

百万円（同99.5％）となりました。

（その他）

その他の売上高は、保険代理店手数料収入等で31百万円（前年同期比127.3％）、セグメント利益

（営業利益）は28百万円（同124.4％）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、53,214百万円（前事業年度末比5,805百万円の増加）とな

りました。

主な要因は、賃貸物件の売却及び減損損失の計上により有形固定資産が1,102百万円減少したこと等

に対し、仕掛販売用不動産が6,305百万円増加及び未収還付法人税等が257百万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、39,627百万円（前事業年度末比6,404百万円の増加）とな

りました。

主な要因は、納税により未払法人税等が451百万円減少したこと等に対し、運転資金等の短期借入金

が1,076百万円増加、プロジェクト資金の調達に伴う長期借入金（１年内返済予定分含む）が1,614百

万円増加、仕入債務が3,242百万円増加、契約に係る前受金が806百万円増加及び賃貸不動産に係る資金

の借換えにより社債が129百万円増加したこと等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、13,587百万円（前事業年度末比598百万円の減少）とな

りました。

主な要因は、利益配当金149百万円による利益剰余金の減少及び四半期純損失448百万円の計上等に

よるものであります。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、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。

　
(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　
(5) 従業員数（提出会社の状況）

当第３四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。
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(6) 生産、受注及び販売の実績

当社の主力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売上実績に偏向が生じる傾向にあり、

前第３四半期累計期間に比べ、大きく減少しており、その内容については次のとおりであります。

① 当第３四半期累計期間におけるセグメントごとの販売実績

セグメントの名称

当第３四半期累計期間

(自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日)

物件名
戸数

（戸）

金額

（千円）

構成比

(％)

前年同期比

(％)

分譲マンション販売

ワコーレ芦屋エンブレム 31 1,735,050－ －

ワコーレ神戸ステーションフラッツ 56 1,528,309－ －

ワコーレ須磨鷹取ガーデンズ 39 1,062,509－ －

その他分譲マンション 110 3,677,739－ －

小　　計 236 8,003,60974.7 57.6

戸建て住宅販売
戸建て住宅 30 966,971 － －

小　　計 30 966,971 9.0 99.1

その他不動産販売
宅地等の販売 － 120,000 － －

小　　計 － 120,000 1.1 57.1

不動産賃貸収入
賃貸マンション等の賃貸収入 － 1,590,608－ －

小　　計 － 1,590,60814.8 95.2

その他
その他の収入 － 31,634 － －

小　　計 － 31,634 0.3 127.3

合　　計 266 10,712,824100.0 63.8

(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．戸建て住宅販売及びその他不動産販売の前年同期比については、前年同期の金額をそれぞれ組み替えて比較

しております。

４．その他不動産販売、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。

　
② 当第３四半期累計期間におけるセグメントごとの契約実績

セグメントの名称

当第３四半期累計期間

(自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日)

期中契約高 契約済未引渡残高

戸数

（戸）

金額

（千円）

前年同期比

（％）

戸数

（戸）

金額

（千円）

前年同期比

（％）

分譲マンション販売 54418,287,278120.9 83826,679,244175.3

戸建て住宅販売 67 2,109,643250.9 37 1,142,671476.3

その他不動産販売 － 25,000 29.4 － － －

合計 61120,421,922125.7 87527,821,916179.2

 (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．共同事業の戸数及び金額は、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。

　

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

 5/20



　

(7) 主要な設備

売却等について、当第３四半期累計期間において、変動があった設備は次のとおりであります。なお、

前事業年度末における計画の著しい変更はありません。

①売却が完了した設備

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)

売却年月
建物　他

土地

(面積㎡)
合計

オーキッド・ヴィラ今里

(大阪市生野区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
215,905

167,787

(457.84)
383,693

平成24年

11月

アインス帝塚山西

(大阪市西成区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
203,349

221,379

(751.23)
424,728

平成24年

11月

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
②新たに売却が確定した設備

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

年月建物　他
土地

(面積㎡)
合計

ヴィラ・ジャパン立花

(兵庫県尼崎市)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
244,531

283,504

(1,659.99)
528,036

平成25年

１月

塚口ビル

(兵庫県尼崎市)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
155,409

116,190

(305.16)
271,600

平成25年

１月

エルグラン北大阪

(大阪市北区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
212,357

204,742

(729.95)
417,100

平成25年

１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、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、減損損失を計上（ヴィラ・ジャパ

ン立花82,899千円、塚口ビル30,128千円、エルグラン北大阪136,345千円）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３ 【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24年11月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成25年１月11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）

単元株式数：100株

計 10,000,000 10,000,000－ －

(注) 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24年11月30日 ― 10,000,000 ― 891,250 ― 936,439

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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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「発行済株式」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24年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。
平成24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）
（自己保有株式）
普通株式

100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,999,300 99,993 －

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 　 － 99,993 －

(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24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(％)

(自己保有株式)

和田興産株式会社
神戸市中央区栄町通
４-２-13

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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）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、第３四半期会計期間（平成24年９月１日か

ら平成24年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年３月１日から平成24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)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,674,679 6,726,805

売掛金 11,459 10,779

販売用不動産 2,663,667 2,745,196

仕掛販売用不動産 13,170,344 19,476,048

未収還付法人税等 － 257,984

未収消費税等 123,724 68,158

繰延税金資産 80,128 282,156

その他 302,508 330,625

貸倒引当金 △1,461 △1,288

流動資産合計 23,025,051 29,896,466

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 10,756,739 9,975,576

土地 12,396,774 11,985,551

その他（純額） 131,797 221,645

有形固定資産合計 23,285,311 22,182,773

無形固定資産 376,399 370,893

投資その他の資産

その他 765,597 826,538

貸倒引当金 △43,451 △61,939

投資その他の資産合計 722,145 764,599

固定資産合計 24,383,856 23,318,265

資産合計 47,408,908 53,214,732

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,206,354 6,449,220

短期借入金 2,226,700 3,302,730

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 6,000,843 7,205,840

未払法人税等 451,630 －

前受金 1,624,665 2,431,616

賞与引当金 76,470 108,335

役員賞与引当金 5,600 10,700

完成工事補償引当金 12,000 8,000

資産除去債務 22,840 24,356

その他 536,682 549,522

流動負債合計 14,193,785 20,120,323
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月30日)

固定負債

社債 990,000 1,119,800

長期借入金 16,855,472 17,264,615

退職給付引当金 122,213 121,753

役員退職慰労引当金 368,271 348,517

資産除去債務 80,258 84,279

その他 612,887 567,995

固定負債合計 19,029,104 19,506,961

負債合計 33,222,890 39,627,284

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 12,364,835 11,766,190

自己株式 △27 △56

株主資本合計 14,192,496 13,593,823

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,276 989

繰延ヘッジ損益 △9,754 △7,364

評価・換算差額等合計 △6,478 △6,375

純資産合計 14,186,018 13,587,447

負債純資産合計 47,408,908 53,214,732
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(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23年３月１日
　至 平成23年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

売上高 16,787,515 10,712,824

売上原価 13,029,122 8,294,001

売上総利益 3,758,392 2,418,823

販売費及び一般管理費 1,925,382 2,110,431

営業利益 1,833,010 308,391

営業外収益

受取利息 2,756 3,077

受取配当金 2,296 2,293

保険解約返戻金 － 11,002

受取手数料 3,179 2,650

その他 3,704 10,553

営業外収益合計 11,936 29,575

営業外費用

支払利息 456,940 472,158

その他 83,499 68,581

営業外費用合計 540,439 540,739

経常利益又は経常損失（△） 1,304,507 △202,771

特別利益

有形固定資産売却益 241,677 611

特別利益合計 241,677 611

特別損失

有形固定資産売却損 31,978 245,821

減損損失 ※２
 369,826

※２
 249,373

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 － 18,500

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 －

損害賠償金 25,000 －

特別損失合計 480,440 513,695

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,065,744 △715,855

法人税、住民税及び事業税 539,000 2,000

法人税等調整額 △47,109 △269,209

法人税等合計 491,890 △267,209

四半期純利益又は四半期純損失（△） 573,853 △448,645
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【追加情報】

当第３四半期累計期間

(自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月30日)

１. 偶発債務 　 １. 偶発債務 　

当社販売の分譲マンション購
入者に対する債務保証

65,183千円 同左 54,200千円

２. 財務制限条項付き長期借入金について

当社の長期借入金のうち、10,850,896千円（シン

ジケートローン契約）及び866,624千円並びに

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(10,850,896千円)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(866,624千円)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。

２. 財務制限条項付き長期借入金について

当社の長期借入金のうち、8,926,141千円（シンジ

ケートローン契約）、839,552千円、77,000千円、

186,000千円、546,000千円、1,014,690千円につい

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(8,926,141千円)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(839,552千円)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(77,000千円)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) 長期借入金(186,000千円)に係る財務制限条項

　　①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。

　　②本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算

書に示される経常損益を、損失とならないように

すること。

(5) 長期借入金(546,000千円)に係る財務制限条項

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24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単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成

24年２月期及び平成25年2月期の２期とする)で、

損失としないこと。

(6) 長期借入金(1,014,690千円)に係る財務制限条項

　　①単体貸借対照表の純資産合計金額を、平成24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単体損益計算書の経常損益を、２期連続(初回を平成

24年２月期及び平成25年２月期の２期とする)

で、損失としないこと。
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(四半期損益計算書関係)

前第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)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年11月30日)

１．売上高の四半期ごとの偏向について １．売上高の四半期ごとの偏向について

　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ごとの業績に

偏向が生じる場合があります。

 

　同左

※２　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―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。

※２　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)

賃貸用
不動産

兵庫県
尼崎市

建物、土地 82,899

賃貸用
不動産

兵庫県
尼崎市

建物
工具、器具
及び備品

30,128

賃貸用
不動産

大阪市
北区

土地 136,345

合計 249,373

（経緯）
　当該資産については、賃貸用不動産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)

建物
工具、器具及び備品
土地

61,547
168

187,656

合計 249,373

 
（グル―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、賃貸用不動産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。
 

　

　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
前第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)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年３月１日
  至  平成24年11月30日)

減価償却費 440,148千円減価償却費 457,627千円
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(株主資本等関係)

前第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．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 99,99910.00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。

　

当第３四半期累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

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24年５月25日開

催の定時株主総会
普通株式 149,99815.00平成24年２月29日平成24年５月28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。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第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．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

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)

戸建て住宅
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
13,906,156975,656210,1001,670,75816,762,67124,84316,787,515

 セグメント間の

 内部売上高又は

 振替高

－ － － － － － －

計 13,906,156975,656210,1001,670,75816,762,67124,84316,787,515

セグメント利益

又は損失（△）
1,569,85832,237△8,585 671,5282,265,03922,9402,287,980

(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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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)

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。

　

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

（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３四半期累計期間においては369,826千円であります

　
当第３四半期累計期間（自  平成24年３月１日  至  平成24年11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

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)

戸建て住宅
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

8,003,609966,971120,0001,590,60810,681,18931,63410,712,824

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 8,003,609966,971120,0001,590,60810,681,18931,63410,712,824

セグメント利益 37,791 9,165 23,920667,889738,76728,530767,297

(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。

　
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)

利益 金額（千円）

報告セグメント　計 738,767

「その他」の区分の利益 28,530

全社費用（注） △458,905

四半期損益計算書の営業利益 308,391

(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。
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３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は従来、商品・サービス別の事業部を置き、その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したが、住宅販売を主要事業とする当社においては、「その他不動産販売」に含

まれる戸建て住宅について、独立した報告セグメントに区分することにより、今後の経営資源の配分の決

定及び業績の評価に有用であると判断したことから、第１四半期会計期間より「戸建て住宅販売」を報

告セグメントとして区分することといたしました。

これにより当社の報告セグメントは、「分譲マンション販売」「戸建て住宅販売」「その他不動産販

売」「不動産賃貸収入」の４区分に変更しております。

当該変更に伴い、前第３四半期累計期間の「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」は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しております。

　
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

（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（賃貸用不動産）において、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３四半期累計期間においては249,373千円であります。

　
　

(１株当たり情報)

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及び算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

項目

前第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)

当第３四半期累計期間

(自  平成24年３月１日

  至  平成24年11月30日)

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(△)
57円39銭 △44円87銭

(算定上の基礎) 　 　
四半期純利益金額

又は四半期純損失金額(△)
(千円) 573,853 △448,645

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金額

又は四半期純損失金額(△)
(千円) 573,853 △448,645

普通株式の期中平均株式数 (株) 9,999,901 9,999,852

（注）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。

　

　
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25年１月10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    田    中    基    博    ㊞

　
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24年３月１日から平成25年２月28日までの第47期事業年度の第３四半期会計期間(平成

24年９月１日から平成24年11月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年３月１日から平成24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注記について四半期レ
ビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
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24年11月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績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。

　
利害関係
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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