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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47期

第３四半期
累計期間

第48期
第３四半期
累計期間

第47期

会計期間
自  平成24年３月１日

至  平成24年11月30日

自  平成25年３月１日

至  平成25年11月30日

自  平成24年３月１日

至  平成25年２月28日

売上高 （千円） 10,712,824 15,682,480 25,396,627

経常利益又は経常損失（△） （千円） △202,771 △76,122 1,964,512

当期純利益又は
四半期純損失（△）

（千円） △448,645 △119,221 761,688

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） 13,587,447 14,514,276 14,802,048

総資産額 （千円） 53,214,732 61,473,537 54,107,496

１株当たり当期純利益金額
又は１株当たり四半期純損失
金額（△）

（円） △44.87 △11.92 76.17

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） － － 18.00

自己資本比率 （％） 25.5 23.6 27.4
 

　

回次
第47期

第３四半期
会計期間

第48期
第３四半期
会計期間

会計期間
自  平成24年９月１日

至  平成24年11月30日

自  平成25年９月１日

至  平成25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（△）

（円） △35.82 23.41

 

(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、当社において営まれている事業の内容について、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、新しく打ち出された経済政策により、円安への動き

や株価が持ち直し、消費者心理や企業の業況判断にも改善の動きが見られ、新しい経済政策は、実体

経済に徐々に浸透しつつありますが、一部では円安を背景とした物価上昇の動きや、株価が調整局面

を迎えるなか、デフレ経済脱却への道筋に不透明感を残しながらも、内外の需要の持ち直しにより、

景気は緩やかな回復傾向にあるように思われます。

不動産業界全般においては、大幅な金融緩和政策や低金利等により、比較的安定的な状況が続くな

か、分譲市場においては、インフレ目標の影響による金利の先高観や消費税率引き上げによる増税見

通しも一次取得者層の心理を刺激しており、堅調な推移が続くものの、消費税率引き上げが今後のマ

ンション販売に一定の影響を及ぼすものと思われます。

また賃貸市場においては、住居系は比較的安定した推移を続けておりますが、商業系については、

当面は軟調傾向での推移が続くものと思われます。

なお、事業活動全体においては、消費税の増税見通しや原発に起因するエネルギー問題、建築費上

昇等も予測され、今後の事業活動に少なからず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、当社は、主要事業である分譲マンション販売への注力は当然のことな

がら、戸建て事業の拡大を視野に、戸建事業部を新設し、一層の収益力向上に向けた取り組みを行っ

てまいりました。

それにより、当第３四半期累計期間における売上高は15,682百万円（前年同期比146.4％）、営業

利益は643百万円（同208.7％）、経常損失は76百万円（前年同期は202百万円の経常損失）、四半期

純損失は119百万円（前年同期は448百万円の四半期純損失）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。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し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。

（分譲マンション販売）

主力の分譲マンション販売におきましては、開発の基盤となる優良用地は依然不足しているもの

の、販売面においては、金融緩和による低金利の持続や政策支援に加え、消費税の増税見通し並びに

金利やマンション価格の先高観を受け、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。

それにより、当第３四半期累計期間における売上高は12,490百万円（前年同期比156.1％）、セグ

メント利益（営業利益）は571百万円（同1,512.9％）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478戸（同86.8％）、契約戸

数は526戸（同96.7％）、引渡戸数は397戸（同168.2％）となり、契約済未引渡戸数は752戸（同

89.7％）となりました。
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（戸建て住宅販売）

戸建て住宅販売におきましては、戸建て事業の拡大を目指し、用地仕入れと販売活動に注力してま

いりました。その結果、戸建て住宅36戸の引渡しにより、売上高は1,217百万円（前年同期比

125.9％）、セグメント利益（営業利益）は49百万円（同536.4％）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、宅地販売等２件の引渡しにより、売上高は416百万円（前年同期

比346.9％）、セグメント損失（営業損失）は70百万円（前年同期は23百万円のセグメント利益）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1,513百万円（前年同期比95.2％）、セグメント利益（営業利益）は

556百万円（同83.3％）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45百万円（前年同期比144.0％）、セグメント利益

（営業利益）は41百万円（同146.7％）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、61,473百万円（前事業年度末比7,366百万円の増加）と

なりました。

主な要因は、前事業年度末の仕入債務の決済等による現金及び預金の減少3,072百万円等に対し、

分譲用地の購入、建物建築費の支払い等による仕掛販売用不動産の増加8,545百万円、賃貸物件の販

売用への振替による販売用不動産の増加810百万円、賃貸物件等の購入による土地の増加527百万円、

未収還付法人税等の増加316百万円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、46,959百万円（前事業年度末比7,653百万円の増加）と

なりました。

主な要因は、運転資金減少及び賃貸物件購入時のつなぎ資金返済による短期借入金の減少1,154百

万円、未払法人税等の減少388百万円等に対し、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）の増加7,591百万円、分譲マンション等の契約に係る前受金の増加912百万円、仕入

債務の増加488百万円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14,514百万円（前事業年度末比287百万円の減少）とな

りました。

主な要因は、四半期純損失119百万円の計上及び利益配当金179百万円による利益剰余金の減少等に

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、当社は分譲マンション、戸建て住宅を中心に業容の拡大を行って

おり、営業関係で８名、管理関係で４名、合計で12名増加しており、当第３四半期末時点で96名と

なっております。

なお、従業員数は出向社員、契約社員、派遣社員（計20名）を含む就業人員数であります。
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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

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25年３月１日　至　平成25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

ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス 83 2,520,913 － －

ワコーレ夙川ＳＥＡＳＯＮＳ 31 1,325,368 － －

ワコーレ垂水ガーデンテラス 34 1,170,119 － －

ワコーレヒルズ須磨潮見台 35 1,125,842 － －

その他分譲マンション 214 6,347,756 － －

小　　計 397 12,490,000 79.6 156.1

戸建て住宅販売
戸建て住宅 36 1,217,136 － －

小　　計 36 1,217,136 7.8 125.9

その他不動産販売
宅地等の販売 4 416,239 － －

小　　計 4 416,239 2.7 346.9

不動産賃貸収入
賃貸マンション等の賃貸収入 － 1,513,558 － －

小　　計 － 1,513,558 9.6 95.2

その他
その他の収入 － 45,545 － －

小　　計 － 45,545 0.3 144.0

合　　計 437 15,682,480 100.0 146.4
 

(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．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。

４．その他販売不動産の戸数は、一棟で売却するマンションの戸数を記載しております。

　
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25年３月１日　至　平成25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 526 16,962,459 92.8 752 25,467,137 95.5

戸建て住宅販売 48 1,634,140 77.5 17 576,696 50.5

その他不動産販売 4 416,239 1,665.0 － － －

合計 578 19,012,839 93.1 769 26,043,833 93.6
 

(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、一棟で売却するマンションの戸数を記載しております。

４．共同事業の戸数及び金額は、出資割合によりそれぞれ計算（小数点以下切捨て）しております。
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(7) 主要な設備

① 当第３四半期累計期間において、新たに計画された主要な設備計画は次のとおりであります。

（新たに計画された設備）

物件名

(所在地)
セグメント別

設備の

内容

投資予定額(千円) 資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月総額 既支払額

田中町マンション

ギャラリー

(神戸市東灘区)

分譲マン

ション販売

マンション

ギャラリー
711,958 660,183

自己資金

及び借入金

平成25年

６月

平成26年

１月

浜辺通マンション

ギャラリー

(神戸市中央区)

分譲マン

ション販売

マンション

ギャラリー
120,000 25,825

自己資金及

び借入金

平成25年

10月

平成26年

1月
 

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
② 前事業年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第３四半期累計期間において

完了した設備は次のとおりであります。

（完了した設備）

物件名

(所在地)
セグメント別 設備の内容

取得価額(千円)
取得年月

完了後の

増加戸数建物　他 土地 合計

ワコーレVITA下沢通

(神戸市兵庫区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
170,508 53,270 223,779

平成25年

３月
23戸

ワコーレアルテ上筒井

(神戸市中央区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
212,224 222,840 435,065

平成25年

４月
43戸

 

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
③ 当第３四半期累計期間において新たに完了した主要な設備は次のとおりであります。

（完了した設備）

物件名

(所在地)
セグメント別 設備の内容

取得価額(千円)
取得年月

完了後の

増加戸数建物　他 土地 合計

ワコーレ塚本

(神戸市兵庫区)

不動産

賃貸収入

賃貸用

不動産
125,820 63,069 188,889

平成25年

11月
52戸

 

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
 

 

EDINET提出書類

和田興産株式会社(E04029)

四半期報告書

 6/20



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25年11月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成26年１月10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
東京証券取引所
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25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】

平成25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 9,999,200 99,992 －

単元未満株式 普通株式 700 － －

発行済株式総数 　 10,000,000 － －

総株主の議決権 　 － 99,992 －
 

(注) １．「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．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25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。

　

② 【自己株式等】

平成25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25年９月１日

から平成25年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年３月１日から平成25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25年２月28日)

当第３四半期会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,001,288 8,928,565

売掛金 13,564 11,551

販売用不動産 658,985 1,469,212

仕掛販売用不動産 16,640,080 25,185,616

未収還付法人税等 － 316,656

未収消費税等 － 62,644

繰延税金資産 94,136 148,806

その他 315,942 360,998

貸倒引当金 △1,664 △2,598

流動資産合計 29,722,334 36,481,452

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 11,160,800 11,074,013

土地 12,007,219 12,534,801

その他（純額） 204,530 234,441

有形固定資産合計 23,372,550 23,843,256

無形固定資産 366,906 357,429

投資その他の資産

その他 702,838 836,579

貸倒引当金 △57,133 △45,180

投資その他の資産合計 645,704 791,398

固定資産合計 24,385,161 24,992,085

資産合計 54,107,496 61,473,537
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第３四半期会計期間
(平成25年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,111,642
※２ 3,649,244

電子記録債務 － 4,951,285

短期借入金 2,808,240 1,654,100

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 6,934,311 10,094,007

未払法人税等 388,700 －

前受金 1,897,673 2,810,152

資産除去債務 5,436 8,073

賞与引当金 74,017 121,340

役員賞与引当金 5,350 12,550

完成工事補償引当金 12,000 12,000

災害損失引当金 － 96,164

その他 723,960 766,250

流動負債合計 20,991,330 24,205,168

固定負債

社債 1,119,800 1,089,800

長期借入金 16,118,233 20,549,868

資産除去債務 118,637 122,872

退職給付引当金 125,662 138,258

役員退職慰労引当金 354,136 370,992

その他 477,647 482,300

固定負債合計 18,314,117 22,754,092

負債合計 39,305,448 46,959,260

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 12,976,524 12,677,306

自己株式 △56 △56

株主資本合計 14,804,157 14,504,939

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,722 12,209

繰延ヘッジ損益 △5,831 △2,872

評価・換算差額等合計 △2,109 9,337

純資産合計 14,802,048 14,514,276

負債純資産合計 54,107,496 61,473,537
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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24年３月１日
　至 平成24年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年11月30日)

売上高 10,712,824 15,682,480

売上原価 8,294,001 12,824,921

売上総利益 2,418,823 2,857,559

販売費及び一般管理費 2,110,431 2,213,888

営業利益 308,391 643,670

営業外収益

受取利息 3,077 1,410

受取配当金 2,293 2,294

保険解約返戻金 11,002 1,165

受取手数料 2,650 3,629

貸倒引当金戻入額 3,021 6,118

その他 7,531 5,706

営業外収益合計 29,575 20,324

営業外費用

支払利息 472,158 467,058

資金調達費用
※２ 28,292 ※２ 188,923

その他 40,288 84,135

営業外費用合計 540,739 740,117

経常損失（△） △202,771 △76,122

特別利益

有形固定資産売却益 611 －

特別利益合計 611 －

特別損失

災害損失引当金繰入額 －
※３ 96,164

災害による損失 －
※３ 3,835

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 18,500 －

減損損失
※４ 249,373 －

有形固定資産売却損 245,821 －

特別損失合計 513,695 100,000

税引前四半期純損失（△） △715,855 △176,122

法人税、住民税及び事業税 2,000 2,000

法人税等調整額 △269,209 △58,901

法人税等合計 △267,209 △56,901

四半期純損失（△） △448,645 △119,221
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【会計方針の変更等】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成25年３月１日  至  平成25年11月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
　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。
 

 

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　１　保証債務

　　分譲マンション購入者の銀行借入金に対し、保証を行っております。

　 前事業年度

(平成25年２月28日)

当第３四半期会計期間

(平成25年11月30日)

　
分譲マンション購入者

(21名)

50,247千円

(16名)

42,721千円
 

　

※２　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

当第３四半期会計期間末日の満期手形については、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日で

あったため、手形交換日をもって決済処理しております。

よって、以下に記載の満期手形の金額が、四半期会計期間末残高に含まれております。

　 前事業年度

(平成25年２月28日)

当第３四半期会計期間

(平成25年11月30日)

支払手形 ― 364,500千円
 

　

　３　当社の長期借入金のうち、次に記載する長期借入金については、それぞれ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。

　前事業年度（平成25年２月28日）

　(1) 長期借入金(8,619,623千円)に係る財務制限条項（シンジケートローン契約）

　　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(830,528千円)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(123,000千円)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(344,000千円)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。
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　(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(992,760千円)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。

　
　当第３四半期会計期間(平成25年11月30日)

　(1) 長期借入金(8,272,618千円)に係る財務制限条項（シンジケートローン契約）

　　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(803,456千円)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(176,235千円)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(374,800千円)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(926,970千円)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。

　(7) 長期借入金(3,665,000千円)に係る財務制限条項（シンジケートローン契約）

　　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25年２月期及び平成26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)

　１．売上高及び売上原価の四半期ごとの偏向について
　

　前第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）及び当第３四半期累計期間（自 

平成25年３月１日　至 平成25年11月30日）
　

　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可能性があります。

　
※２　資金調達費用について

　 前第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)

当第３四半期累計期間

(自 平成25年３月１日

 至 平成25年11月30日)

金融機関へのシンジケートローン等手数料 28,292千円 188,923千円
 

　
※３　災害損失引当金繰入額及び災害による損失について

　今夏の記録的な集中豪雨の影響により、当社の販売する分譲マンション２棟において、１階部分が浸

水の被害を受け、それに伴い、当該分譲マンションの現状復旧工事及び今後の改善対策工事等が発生

し、その支出見込額96,164千円を災害損失引当金繰入額として、また実際発生額3,835千円を災害によ

る損失として、それぞれ特別損失に計上いたしました。

　
※４　減損損失について

　前第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）

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 61,547

工具、器具及び備品 168

土地 187,656

合計 249,373
 

（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、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。
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(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24年３月１日

  至  平成24年11月30日)

当第３四半期累計期間

(自  平成25年３月１日

  至  平成25年11月30日)

減価償却費 457,627千円 482,290千円
 

　

(株主資本等関係)

前第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 149,998 15.00 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。

　

当第３四半期累計期間（自 平成25年３月１日　至 平成25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25年５月29日開

催の定時株主総会
普通株式 179,996 18.00 平成25年２月28日 平成25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。
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(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
8,003,609 966,971 120,000 1,590,608 10,681,189 31,634 10,712,824

 セグメント間の

 内部売上高又は

 振替高

－ － － － － － －

計 8,003,609 966,971 120,000 1,590,608 10,681,189 31,634 10,712,824

セグメント利益 37,791 9,165 23,920 667,889 738,767 28,530 767,297
 

(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。

　

当第３四半期累計期間（自  平成25年３月１日  至  平成25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

12,490,000 1,217,136 416,239 1,513,558 15,636,934 45,545 15,682,480

 セグメント間の
 内部売上高又は
 振替高

－ － － － － － －

計 12,490,000 1,217,136 416,239 1,513,558 15,636,934 45,545 15,682,480

セグメント利益

又は損失（△）
571,763 49,163 △70,413 556,544 1,107,056 41,841 1,148,898

 

(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 1,107,056

「その他」の区分の利益 41,841

全社費用（注） △505,227

四半期損益計算書の営業利益 643,670
 

(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．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、

第１四半期会計期間より、平成25年３月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

なお、この変更による分譲マンション販売、戸建て住宅販売、その他不動産販売、不動産賃貸収入の各セ

グメント損益に与える影響は、軽微であります。

　

(１株当たり情報)

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24年３月１日

  至  平成24年11月30日)

当第３四半期累計期間

(自  平成25年３月１日

  至  平成25年11月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △44円87銭 △11円92銭

(算定上の基礎) 　 　
四半期純損失金額(△) (千円) △448,645 △119,221

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る

四半期純損失金額(△)
(千円) △448,645 △119,221

普通株式の期中平均株式数 (株) 9,999,852 9,999,832
 

（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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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   ㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年１月９日

和田興産株式会社

取締役会  御中

 

　

 

　
 

　
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25年３月１日から平成26年２月28日までの第48期事業年度の第３四半期会計期間(平

成25年９月１日から平成25年11月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年３月１日から平成25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25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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