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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29期

第１四半期累計期間
第30期

第１四半期累計期間
第29期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 2,690,443 2,780,163 10,891,741

経常利益又は経常損失(△) (千円) 98,484 △14,451 417,844

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 97,129 △15,442 417,472

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 854,500 854,500 854,500

発行済株式総数 (株) 99,573,685 99,573,685 99,573,685

純資産額 (千円) 1,439,062 1,742,762 1,757,850

総資産額 (千円) 6,566,770 6,472,652 7,784,813

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) 0.98 △0.16 4.19

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 0.82 ― 3.53

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.91 26.93 22.58

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

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

３　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、第30期第１四半期累計期間において潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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１四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和等の経済政策への期待感から、株価回復や円安基

調が続き、一部で景気回復への兆しが見受けられました。しかしながら、厳しい雇用情勢の影響や海外経済

の減速による景気下振れ懸念があり、先行き不透明な状況が続いております。

　当不動産業界におきましては、各種住宅取得優遇政策や住宅ローン金利の低下等が後押しとなり、首都圏

におけるマンション・戸建市場は底堅い需要が続いているものの、事業用地の取得競争の激化や建築価格

の上昇など、懸念材料が多く、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況のもと、当社は「株式会社新日本建物　事業再生計画」を達成すべく、当第１四半期累計期

間におきましても、流動化事業における事業用物件及びマンション販売事業における買取再販物件並びに

戸建販売事業における宅地分譲や戸建住宅の販売活動に注力するとともに、新規事業用地の仕入活動を積

極的に進めてまいりました。

この結果、当社の当第１四半期累計期間の売上高は27億80百万円（前年同四半期比3.3％増）、営業利益

は11百万円（前年同四半期比91.7％減）、経常損失は14百万円（前年同四半期は98百万円の経常利益）、四

半期純損失は15百万円（前年同四半期は97百万円の四半期純利益）となりました。

　

セグメントの業績は以下のとおりであります。

（流動化事業）

当第１四半期累計期間における流動化案件の販売件数は、前年同四半期比１件減の１件となり、売上高は

８億６百万円（前年同四半期比15.8％増）となりました。営業損益は、営業損失７百万円（前年同四半期は

45百万円の営業利益）となりました。

　

（マンション販売事業）

当第１四半期累計期間においては、新規１件の引渡しを開始するとともに、現有販売用不動産の販売活動

に注力したものの、販売戸数は前年同四半期比10戸減の35戸となり、売上高は12億18百万円（前年同四半期

比30.5％減）となりました。営業損益は、営業利益53百万円（前年同四半期比74.7％減）となりました。

EDINET提出書類

株式会社新日本建物(E03994)

四半期報告書

 3/19



　

（戸建販売事業）

当第１四半期累計期間においては、一団の戸建用地の引渡しが完了したことにより、宅地分譲を含む販売

棟数は前年同四半期比５棟増の27棟となり、売上高は７億46百万円（前年同四半期比224.5％増）となりま

した。営業損益は、営業利益63百万円（前年同四半期は14百万円の営業損失）となりました。

　

（その他）

当第１四半期累計期間は、売上高は８百万円（前年同四半期比7.2％減）となり、営業損益は、営業利益

638千円（前年同四半期比87.6％減）となりました。

　
(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合計は、前事業年度（以下「前期」という）末と比べ13億12百万

円減少（前期比16.9％減）し、64億72百万円となりました。流動資産は13億28百万円減少（前期比18.2％

減）し、59億84百万円となり、固定資産は16百万円増加（前期比3.4％増）し、４億87百万円となりました。

流動資産の主な減少要因は、現金及び預金が２億８百万円減少（前期比23.1％減）し、販売用不動産及び

仕掛販売用不動産がそれぞれ６億55百万円減少（前期比45.3％減）、４億77百万円減少（前期比9.9％減）

したことによるものであります。

　固定資産の主な増加要因は、差入保証金が18百万円増加（前期比9.9％増）したこと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合計は、前期末と比べ12億97百万円減少（前期比21.5％減）し、47

億29百万円となりました。流動負債は１億82百万円減少（前期比6.1％減）し、28億24百万円となり、固定負

債は11億14百万円減少（前期比36.9％減）し、19億４百万円となりました。

流動負債の主な減少要因は、短期借入金が４億38百万円減少（前期比35.4％減）した一方で、１年内返済

予定の長期借入金が２億93百万円増加（前期比20.6％増）したことによるものであります。

固定負債の主な減少要因は、長期借入金が11億12百万円減少（前期比37.8％減）したことによるもので

あります。

　
（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前期末と比べ15百万円減少（前期比0.9％減）し、17億

42百万円となりました。主な減少要因は、四半期純損失により利益剰余金が15百万円減少（前期比1.8％

減）したこと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１四半期累計期間において、当社の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。
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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 245,300,000

Ａ種優先株式 599

計 245,300,000

(注)　当社は定款第６条に当社の発行可能株式総数は245,300,000株とする旨を定めております。

　
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25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月12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 99,573,086 99,573,086
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード)

単元株式数
100株

Ａ種優先株式
（当該優先株式は行使
価額修正条項付新株予
約権付社債券等であり

ます。）

599 599 ― (注)１、２、３、４

計 99,573,685 99,573,685 ― ―

(注) １　Ａ種優先株式は、現物出資（債務の株式化 599百万円）によって発行されたものであります。

２　Ａ種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質につきましては、普通株式を対価とする

取得請求権の行使に際して、株価の変動による取得価額の変動により普通株式の交付数は増減し、その修正基

準・頻度及び取得価額の下限を定めているほか、当社取締役会の定める日をもって、本優先株式の全部の取得

を可能とする旨を定めており、これらの詳細については、下記４(5)に記載のとおりであります。

３　Ａ種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項につい

ての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決め、及び提出者の株券等の売買に

関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めはありませ

ん。

４　Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

　(1) 単元株式数は１株であります。

　(2) 優先配当金

①　優先配当金

　イ　当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先株主」と

　　いう。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下、「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対

　　し、下記(9)①の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記ロに定める額の金銭（以下、

　　「Ａ種優先配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の

　　日を基準日として下記②に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控

　　除した額とする。

　ロ　Ａ種優先配当金の額は、１百万円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率を乗じて算出した額とす　

　　る。

記

平成23年３月期から平成30年３月期までの間＝０％

　　平成31年３月期以降＝０．３％

    ②　優先中間配当金

　　当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、下記

　(9)①の定める支払順位に従い、上記①ロに定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

　額の金銭（以下、「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。
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    ③　非累積条項

　　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

　額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年度

　以降に累積しない。

    ④　非参加条項

　　Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

　ない。

  (3) 残余財産の分配

①　残余財産の分配

　　当社の残余財産の分配をするときは、下記(9)②の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、　

　１百万円を支払う。

    ② 非参加条項

　 Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか残余財産の分配は行わない。

  (4) 議決権

  Ａ種優先株主は、平成22年11月25日に成立した事業再生計画の一環として、自己資本の充実及び早急な資金

調達を実現するとともに当社の有利子負債を減少させて、債務超過を解消するため、株主総会において議決権

を有しない。

  (5) 普通株式を対価とする取得請求権

  Ａ種優先株主は、平成30年４月１日以降平成40年３月31日（同日を含む。）までの間（以下、「Ａ種転換請

求期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部また

は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先

株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。

    ①　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

　　Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に１百万

　円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先株式の取得

　と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この

　場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

　  ②　当初取得価額

　　当初取得価額は、52円とする。

    ③　取得価額の修正

　　Ａ種優先株主が転換請求をする場合、取得価額は、当該転換請求日における時価（以下に定義され

　る。）の90％（円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する額に修

　正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。但し、修正後取得価額が当

　初取得価額の50％に相当する額（但し、下記④に規定する事由が生じた場合、下記④に準じて調整される

　ものとし、以下、「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、

　修正後取得価額が当初取得価額の1000％に相当する額（但し、下記④に規定する事由が生じた場合、下記

　④に準じて調整されるものとし、以下、「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正後取得価額

　は上限取得価額とする。転換請求日における時価は、各転換請求日に先立つ45取引日目に始まる連続する

　30取引日（以下、本③において「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当会社の

　普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、円単位

　未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 なお、時価算定期間の開始日

　以降、転換請求日（同日を含む。）までの間に下記④に規定する事由が生じた場合、上記の終値（気配表

　示を含む。）は下記④に準じて当会社が適当と判断する値に調整される。

    ④　取得価額等の調整

　イ　以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり下限取得価額および上限取得価額（以

　　下、「取得価額等」という。）を調整する。但し、本④は、現にＡ種優先株式を発行している場合に限

　　り適用される。

        Ａ　普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額等を調整

　　　する。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

　　　割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

　　　行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を

　　　除く。）」とそれぞれ読み替える。
　

調整後取得価額等＝調整前取得価額等×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
　

　　　調整後取得価額等は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償

　　　割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

　　Ｂ　普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

　　　得価額等を調整する。
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調整後取得価額等＝調整前取得価額等×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
　

　　　　Ｃ　下記ニに定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が

　　　保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株

　　　式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本④において同じ。）の取

　　　得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会

　　　社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下、「取得価額等調整式」とい

　　　う。）により取得価額等を調整する。調整後取得価額等は、払込期日（払込期間を定めた場合には当

　　　該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日

　　　（以下、「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処

　　　分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する

　　　普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式

　　　の数」とそれぞれ読み替える。
　

　 　 　 　 (発行済普通株式の数
－

当社が保有する普通株式の数)
＋

新たに発行する普通株式の数
×

１株当たり払込金額

調整後取
得価額等

＝
調整前取
得価額等

×
普通株式１株当たりの時価

(発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

　

　　　　Ｄ　当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記ニに定める普通株式１株

　　　当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる

　　　株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日（払込期

　　　間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本Ｄにおいて同じ。）に、株式無償割当ての場合

　　　にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ｄに

　　　おいて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の全てが当初

　　　の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額等調整式において「１株当たり払込

　　　金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額等とする。調整後取得価額等

　　　は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当

　　　日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

　　　　Ｅ　行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

　　　価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記ニに定める普通株式１株当たりの時

　　　価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約

　　　権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはそ

　　　の効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ｅに

　　　おいて同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件

　　　で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額等調整式において「１株

　　　当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出

　　　資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額等と

　　　する。調整後取得価額等は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合に

　　　はその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

　　　但し、本Ｅによる取得価額等の調整は、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員に対

　　　してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

　　　とする。

　　　ロ　上記イに掲げた事由によるほか、下記ＡおよびＢのいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優先株

　　主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後取

　　得価額等、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額等の調整を適切に行うものとす

　　る。

　　　　Ａ　合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

　　　吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分

　　　割のために取得価額等の調整を必要とするとき。

　　　　Ｂ　前Ａのほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変

　　　更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額等の調整を必要とするとき。

　　　ハ　取得価額等の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

　　を四捨五入する。

　　　ニ　取得価額等調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額等を適用する日に先立つ

　　45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

　　毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円単位未

　　満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

　　　ホ　取得価額等の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額等と調整前取得価額等との差額が１円未
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　　満にとどまるときは、取得価額等の調整はこれを行わない。

　(6) 普通株式を対価とする取得条項

  当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の翌日

以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下、「強制転換日」という。）が到来することをもって普通

株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、かかるＡ種

優先株式の数に１百万円を乗じて得られる額を、Ａ種転換請求期間の末日にＡ種優先株主が転換請求をした

ものとみなして修正後取得価額として計算される額で除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して

交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

　(7) 金銭を対価とする取得条項

①　当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下、「強制償還日」という。）が到来することを

　もって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することが

　できる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める額（以下、

　「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式の

　一部を取得するときは、按分比例の方法による。　

②　強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、１百万円とする。

　(8) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

①　当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。

②　当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

　を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

　(9) 優先順位

①　Ａ種優先株式および普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当

　を第１順位とし、普通株式にかかる剰余金の配当を第２順位とする。

②　Ａ種優先株式および普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の

　分配を第１順位とし、普通株式にかかる残余財産の分配を第２順位とする。

　(10)種類株主総会の決議

　会社法第322条第２項に規定する定款の定めは定款に定めておりません。

　

(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。
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(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25年６月30日 ― 99,573,685 ― 854,500 ― 40,983

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

  平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  Ａ種優先株式  　599 ― (注)１

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        700

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 99,570,600 995,706 ―

単元未満株式 普通株式    　1,786 ― ―

発行済株式総数 　　　　　99,573,685 ― ―

総株主の議決権 ― 995,706 ―

(注) １　Ａ種優先株式の内容は、「１ 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれ

ております。

３　当第１四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25年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　
② 【自己株式等】

  平成25年６月30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）
株式会社新日本建物

東京都新宿区新宿四丁目３
番17号

700 ― 700 0.0

計 ― 700 ― 700 0.0

　

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１四半期会計期間(平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四

半期財務諸表について、清和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

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準        　0.1％

売上高基準     　 0.0％

利益基準        　0.0％

利益剰余金基準  △1.0％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 901,682 693,485

売掛金 1,596 910

販売用不動産 1,446,438 790,788

仕掛販売用不動産 4,829,526 4,351,930

原材料及び貯蔵品 602 2,254

前渡金 87,700 85,000

前払費用 25,510 20,251

立替金 4 365

その他 20,451 40,102

貸倒引当金 △133 △129

流動資産合計 7,313,379 5,984,958

固定資産

有形固定資産

建物 147,809 147,809

減価償却累計額 △84,507 △85,523

建物（純額） 63,301 62,285

構築物 22,259 22,259

減価償却累計額 △15,848 △16,023

構築物（純額） 6,410 6,235

工具、器具及び備品 15,412 15,412

減価償却累計額 △9,407 △9,867

工具、器具及び備品（純額） 6,005 5,544

土地 110,008 110,008

有形固定資産合計 185,725 184,074

無形固定資産

ソフトウエア 17,149 16,051

その他 382 286

無形固定資産合計 17,531 16,337

投資その他の資産

投資有価証券 60,494 61,044

関係会社株式 0 0

その他の関係会社有価証券 55 55

出資金 15,540 15,510

破産更生債権等 10,968 10,908

差入保証金 189,577 208,391

その他 2,509 2,279

貸倒引当金 △10,968 △10,908

投資その他の資産合計 268,176 287,281

固定資産合計 471,433 487,693

資産合計 7,784,813 6,472,652

EDINET提出書類

株式会社新日本建物(E03994)

四半期報告書

11/19



(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,000 1,000

工事未払金 111,139 50,482

短期借入金 1,241,000 802,300

1年内返済予定の長期借入金 1,424,128 1,718,108

未払金 4,888 10,051

未払費用 114,580 91,845

未払法人税等 4,885 1,238

前受金 53,068 47,752

預り金 13,492 14,427

賞与引当金 17,858 27,405

その他 21,320 60,343

流動負債合計 3,007,362 2,824,955

固定負債

長期借入金 2,946,619 1,833,861

退職給付引当金 59,081 56,977

繰延税金負債 303 499

その他 13,596 13,596

固定負債合計 3,019,600 1,904,934

負債合計 6,026,962 4,729,889

純資産の部

株主資本

資本金 854,500 854,500

資本剰余金

資本準備金 40,983 40,983

資本剰余金合計 40,983 40,983

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 862,207 846,765

利益剰余金合計 862,207 846,765

自己株式 △388 △388

株主資本合計 1,757,302 1,741,859

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 548 902

評価・換算差額等合計 548 902

純資産合計 1,757,850 1,742,762

負債純資産合計 7,784,813 6,472,652
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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)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年６月30日)

売上高

流動化販売高 696,908 806,814

マンション販売高 1,754,332 1,218,671

戸建販売高 229,882 746,024

その他 9,319 8,652

売上高合計 2,690,443 2,780,163

売上原価

流動化販売原価 637,584 802,336

マンション販売原価 1,339,602 995,066

戸建販売原価 207,177 639,128

その他 3,951 4,124

売上原価合計 2,188,315 2,440,655

売上総利益 502,127 339,508

販売費及び一般管理費

販売手数料 52,700 48,317

広告宣伝費 88,068 74,371

貸倒引当金繰入額 △1,303 △64

役員報酬 12,870 10,001

給料及び手当 77,806 86,789

賞与引当金繰入額 7,434 8,167

退職給付費用 2,930 2,656

法定福利費 11,576 11,352

福利厚生費 2,200 3,231

交際費 7,732 8,656

支払手数料 22,116 25,088

賃借料 5,277 2,222

租税公課 15,879 7,173

地代家賃 17,064 7,485

減価償却費 4,767 3,460

その他 32,042 28,663

販売費及び一般管理費合計 359,163 327,574

営業利益 142,963 11,933

営業外収益

受取利息 59 46

受取配当金 751 71

受取地代家賃 6,281 21,157

違約金収入 － 8,796

業務受託料 1,200 －

その他 2,044 813

営業外収益合計 10,335 30,884

営業外費用

支払利息 51,547 57,258

その他 3,268 11

営業外費用合計 54,815 57,269

経常利益又は経常損失（△） 98,484 △14,451
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
  至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年６月30日)

特別利益

投資有価証券売却益 － 99

特別利益合計 － 99

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 98,484 △14,351

法人税、住民税及び事業税 1,355 1,090

法人税等合計 1,355 1,090

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,129 △15,442
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　該当事項はありません。

　
(会計方針の変更等)

　該当事項はありません。

　

(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)

　該当事項はありません。

　
(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１四半

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１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

減価償却費 4,776千円 3,460千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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(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24年４月１日  至  平成24年６月30日)

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：千円)

　

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期

損益計算書

計上額

（注）３
流動化事業

マンション

販売事業

戸建

販売事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 696,9081,754,332229,8822,681,1239,3192,690,443 ― 2,690,443

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― ―

計 696,9081,754,332229,8822,681,1239,3192,690,443 ― 2,690,443

セグメント利益又は

損失（△）
45,384212,797△14,647243,534 5,165 248,700△105,736142,963

(注) １　「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、賃貸事業、建築請負事業、仲介事業、

コンサルティング事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△105,736千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、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　セグメント利益又は損失（△）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。

　

Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

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：千円)

　

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期

損益計算書

計上額

（注）３
流動化事業

マンション

販売事業

戸建

販売事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 806,8141,218,671746,0242,771,5108,6522,780,163 ― 2,780,163

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― ―

計 806,8141,218,671746,0242,771,5108,6522,780,163 ― 2,780,163

セグメント利益又は

損失（△）
△7,141 53,889 63,848110,596 638 111,234△99,301 11,933

(注) １　「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、賃貸事業、建築請負事業、仲介事業、

コンサルティング事業等を含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△99,301千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、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　セグメント利益又は損失（△）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。
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(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並びに潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益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１四半期累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額
　　又は四半期純損失金額(△)

0円98銭 △0円16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) 97,129 △15,442

    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)

97,129 △15,442

    普通株式の期中平均株式数(株) 99,572,361 99,572,361

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 0円82銭 ―

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― ―

      (うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) ― ―

    普通株式増加数(株) 18,718,750 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業
年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(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、当第１四半期累計期間は潜在株式は存在するものの、１

株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

　

(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。
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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８月12日

株式会社新日本建物

取締役会  御中

清　和　監　査　法　人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    筧　　悦生   印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    戸谷　英之   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」に掲げられている株式
会社新日本建物の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第30期事業年度の第１四半期会計期間(平
成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年６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、株式会社新日本建物の平成25年６月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第１四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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