
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年７月15日

【四半期会計期間】 第30期第２四半期(自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日)

【会社名】 サムティ株式会社

【英訳名】 Samty Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　森山　茂

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

【電話番号】 06(6838)3616（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長　小川　靖展

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

【電話番号】 06(6838)3616（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長兼管理部長　小川　靖展

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

サムティ株式会社(E04074)

四半期報告書

 1/35



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】

連結経営指標等

　

回次
第29期

第２四半期連結
累計期間

第30期
第２四半期連結
累計期間

第29期
第２四半期連結
会計期間

第30期
第２四半期連結
会計期間

第29期

会計期間

自  平成21年
      12月１日
至  平成22年
      ５月31日

自  平成22年
    12月１日
至  平成23年
     ５月31日

自  平成22年
      ３月１日
至  平成22年
      ５月31日

自  平成23年
      ３月１日
至  平成23年
      ５月31日

自  平成21年
     12月１日
至  平成22年
     11月30日

売上高 (百万円) 5,736 6,697 4,091 4,783 12,903

経常利益 (百万円) 751 605 687 523 1,265

四半期(当期)純利益 (百万円) 384 358 339 267 1,103

純資産額 (百万円) ― ― 13,569 15,005 14,432

総資産額 (百万円) ― ― 74,799 67,332 69,834

１株当たり純資産額 (円) ― ― 101,850.0392,474.32104,362.09

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2,886.232,364.002,548.281,664.738,232.16

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 2,314.84 ― 1,659.038,219.72

自己資本比率 (％) ― ― 18.1 22.3 20.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,712 △441 ― ― 7,577

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,916 509 ― ― 4,091

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,794 △528 ― ― △10,540

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 3,116 3,612 4,409

従業員数 (名) ― ― 74 81 75

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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．第29期第２四半期連結累計期間及び第29期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当

期)純利益金額については、希薄化効果を有している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２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、変更はありません。また、主要な関係会社における異動は「３　関係会社の状況」に記載のとおりであ

ります。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、有限会社新大阪センタービルが保有する信託受益権について、当社

と信託受託者との間で締結しておりましたマスターリース契約が合意解除となり、当社と有限会社との間

における支配従属関係が失われたため、当第２四半期連結会計期間から有限会社新大阪センタービル及び

一般社団法人エス・エス・シーを、それぞれ連結の範囲から除外しております。

　なお、この変更による、当社グループの業績及び財政状態等に与える影響は、軽微であります。

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な

事業の内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容

有限会社新大阪センタービル 大阪市淀川区 ３
不動産賃貸

事業
―

当社がアセットマネジメント業務を受

託、当社が160百万円、匿名組合出資

一般社団法人

エス・エス・シー
大阪市淀川区 ―

不動産賃貸

事業
― 当社が５百万円、基金を出資

（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年５月31日現在

従業員数(名) 81（12）

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員、アルバイト）は、当第２四半期

連結会計期間の平均人員を（）内に外書で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成23年５月31日現在

従業員数(名) 64

(注)  従業員数は就業人員であります。なお、臨時雇用者はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、不動産事業及び不動産賃貸事業を主要な事業としており、生産実績を定義することが

困難であるため、生産実績の記載はしておりません。 

　
(2) 受注実績

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 
　

(3) 販売実績

当第２四半期連結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。

なお、第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しているため、前年同期の実績値については新セグメント

に組み替えて表示しております。

セグメントの名称 区分

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日) 前年同四半期比(％)

金額（百万円）

  不動産事業

開発流動化 ― ―

再生流動化 2,907 25.1

アセットマネジメント 5 △62.1

投資分譲 592 70.9

住宅分譲 118 1,050.6

小計 3,624 34.4

  不動産賃貸事業

住居 359 △24.6

オフィス 308 △26.8

その他 403 △0.4

小計 1,071 △17.8

  その他の事業 　 87 △4.6

合計 　 4,783 16.9

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。

２  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

（自　平成22年３月１日 （自　平成23年３月１日

　　至　平成22年５月31日） 　　至　平成23年５月31日）

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱新成トラスト ― ― 559 11.7

㈱プレサンスコーポレー
ション

1,700 41.54 ― ―

ユニオン有限責任事業組
合

529 12.93 ― ―

３　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　
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】

(１）業績の状況

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、景気に持ち直しの動きが見られたものの、失業率が高

水準にあるなど、依然として厳しい状況で推移しました。さらに、平成23年３月11日に発生した東日本大震

災の影響により、生産面を中心に下押し圧力の強い状態にあるなど、先行き不透明感の拭えない状況が続い

ております。

当社グループの属する不動産業界におきましては、良好な資金調達環境を背景に物件取得が活発化する

など、不動産市況が底打ちから回復に転じる展望が見えつつありました。しかし、震災の発生により取引の

一部延期、資材供給の遅れなど、一時的に影響が出ましたが、現在は平常化に向けた動きが見られつつあり

ます。

このような事業環境下におきまして、当社グループは当期を「飛躍の礎」の年度とすべく、主に安定的か

つ持続的な事業成長の継続と今後の利益の源泉となる物件の仕入の強化に努めてまいりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は売上高は4,783百万円（前年同四半期比16.9％増）、営業

利益は965百万円（前年同四半期比18.1％減）、経常利益は523百万円（前年同四半期比23.8％減）、四半期

純利益は267百万円（前年同四半期比％21.2減）となりました。

（セグメント別の状況）

①不動産事業

不動産事業は、自社ブランド「S-RESIDENCE」シリーズ等の企画開発・販売及び収益不動産等の再生・販

売を行っております。また投資用マンションの企画開発・販売及びファミリー向け分譲マンション等の企

画開発を行っております。

投資用マンションとして「スワンズシティ大阪城南（大阪市中央区）」及び「エスティライフ大阪都島

（大阪市都島区）」等において58戸を販売し、その他物流倉庫として「サムティ西日本物流センター（大

阪府摂津市）」等を売却いたしました。

この結果、当該事業の売上高は4,035百万円、営業利益は1,086百万円となりました。

②不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、賃貸マンション、オフィスビル、商業施設、ホテル等の賃貸及び管理を行っておりま

す。

賃料収入の増加を図るべく、積極的に入居者及びテナント誘致活動を展開し、また賃貸コスト圧縮に努め

てまいりました。

この結果、不動産賃貸事業における売上高は1,085百万円、営業利益は554百万円となりました。

③その他の事業

その他の事業は、「センターホテル東京（東京都中央区日本橋）」及び「センターホテル大阪（大阪市

中央区北浜）」の２棟のビジネスホテルを保有・運営しております。

この結果、その他における売上高は87百万円、営業利益15百万円となりました。
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(２)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末と比べ、2,501百万円減少し、67,332百万円

となっております。このうち流動資産は626百万円増加し、22,364百万円となっており、固定資産は3,120百

万円減少し、44,945百万円となっております。流動資産の主な増加要因は、収益不動産等の取得によるたな

卸資産1,744百万円の増加であります。固定資産の主な減少要因は、子会社の連結除外等による有形固定資

産3,396百万円の減少であります。当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末と比べ、

3,075百万円減少し、52,326百万円となっております。このうち流動負債は16,251百万円減少し、11,192百万

円となっており、固定負債は13,175百万円増加し、41,133百万円となっております。流動負債の主な減少要

因は、短期借入金3,912百万円及び１年内返済長期借入金12,624百万円の減少であります。固定負債の主な

増加要因は、長期借入金13,249百万円の増加であります。当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、資

本金337百万円及び資本準備金337百万円の増加等により、前連結会計年度末と比べ、573百万円増加し、

15,005百万円となっております。

(３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会

計期間末と比べ、131百万円減少し、3,612百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間おける営業活動により獲得した資金は、1,125百万円（前第２四半期連結会計

期間は2,771百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益512百万円、減価償却費

202百万円、仕入債務の増加291百万円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２四半期連結会計期間における投資活動により使用した資金は、349百万円（前第２四半期連結会計

期間は1,865百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得に支出287百万円によるもので

あります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は、599百万円（前第２四半期連結会計

期間は4,123百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入の返済による支出2,719百万円、長期借入

による収入4,880百万円、長期借入の返済による支出2,916百万円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２四半期連結会計期間において、当社グループ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。

(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２四半期連結会計期間において、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

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

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 398,000

計 398,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23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 162,254 162,254
大阪証券取引所
JASDAQ

（スタンダード）

１．単元株制度を採用してお
りません。
２．普通株式は完全議決権株
式であり、権利内容に何ら限
定のない当社における標準と
なる株式であります。

計 162,254 162,254 ― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成23年７月１日からこの四半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　　　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

　　①　平成18年５月15日臨時株主総会決議（平成18年５月15日取締役会決議）

第３回新株予約権
第２四半期会計期間末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数（個） 34

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）    170(注)４

新株予約権の行使時の払込金額（円）     61,134(注)４、５

新株予約権の行使期間
自 平成20年５月16日
至 平成24年11月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　61,134(注)４、５
資本組入額30,567(注)４、５

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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(注) １　当社が新株予約権付与後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数が調整さ

れます。

ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

 調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

２　当社が新株予約権付与後、新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」という。)を下回る払込金額で

新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げます。

　 調整後
行使価額

＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数×１株当たり払込金額又は処分価額

　 既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

します。

また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切り上げま

す。

　
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

　 株式分割・株式併合の比率

　　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行います。

３　新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。

②新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時にお

いても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。

４　平成19年２月26日付で１株を５株に分割したことに伴い、同日付にて、新株予約権の目的となる株式の数、

新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資本組入額はそれぞれ調整されております。

５　行使価額を下回る１株当たりの払込金額での普通株式の発行を行ったことに伴い、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ

れております。
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　　② 平成19年２月27日定時株主総会決議(平成19年２月27日取締役会決議)

第４回新株予約権
第２四半期会計期間末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数（個） 16

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 16

新株予約権の行使時の払込金額（円） 232,917(注)４

新株予約権の行使期間
自 平成21年２月28日
至 平成24年11月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　232,917(注)４
資本組入額116,459(注)４

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

(注) １　当社が新株予約権付与後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数が調整さ

れます。

ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てます。

 調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。

２　当社が新株予約権付与後、新株予約権の行使時の払込金額(以下「行使価額」という。)を下回る払込金額で

新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未

満の端数は切り上げます。

　 調整後
行使価額

＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行又は処分株式数×１株当たり払込金額又は処分価額

　 既発行株式数＋新規発行株式数又は処分株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

します。

また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、１円未満の端数は切り上げま

す。

　
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１

　 株式分割・株式併合の比率

　　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込価額の調整を行います。

３　新株予約権の行使の条件(行使価額及び行使期間を除く。)

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。

②新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時にお

いても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他正当な理由のある場合で、当社取締役会が承認した場合はこの限りではない。

４　行使価額を下回る１株当たりの払込金額での普通株式の発行並びに行使価額を下回る１株当たりの取得価額

をもって普通株式を取得し得る新株予約権の発行を行ったことに伴い、「新株予約権の行使時の払込金額」

及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま

す。
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　　③　平成22年６月15日取締役会決議

第５回乃至第９回新株予約権
第２四半期会計期間末現在
(平成23年５月31日)

新株予約権の数（個） 70

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）  7,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 28,000

新株予約権の行使期間
自 平成22年７月１日
至 平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　28,000
資本組入額14,000

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)４

(注) １　新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とし、本新株予約権１個当た

　　りの目的である株式の数（以下「割当株式数」といいます。）は100株とします。ただし、本項第(2)号

　　及び第(3)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後

　　割当株式数に応じて調整されるものとします。

(2) 当社が(注)２の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整しま

　　す。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。なお、かかる算式における調整前行使

　　価額及び調整後行使価額は、(注)２に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。

　
調整後割当株式数 ＝

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

　 調整後行使価額

　　(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)２第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に

　　関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権

　　者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開

　　始日その他必要な事項を書面で通知します。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

　　きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。

２　行使価額の調整

(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を

　　生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」といい

　　ます。）をもって行使価額を調整します。

　 　
既発行株式数＋

割当株式数 × １株当たり払込金額

　
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１株当たりの時価

　 既発行株式数 ＋ 割当株式数

　　(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定め

　　るところによります。

　　① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保

　　有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含みます。）（ただし、新株予約権（新

　　株予約権付社債に付されたものを含みます。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、

　　その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分

　　割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除きます。）

　　調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

　　合はその効力発生日とします。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利

　　を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。

　　② 株式の分割により普通株式を発行する場合

　　調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用します。
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　　　　③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求

　　権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる

　　新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含みます。）を発行又は付与する場合

　　調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

　　使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は

　　割当日)以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用します。ただし、株主に割当てを

　　受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。

　　④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

　　みます。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す

　　る場合

　　調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満にとどまる場合

　　は、行使価額の調整は行いません。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価

　　額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差

　　し引いた額を使用します。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるもの

　　とします。

　　② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始

　　まる30取引日（終値のない日を除きます。）の株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけ

　　る当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とします。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小

　　数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとします。

　　③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

　　る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の

　　日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した

　　数とします。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使

　　価額の調整を行います。

　　① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要

　　とするとき。

　　② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

　　を必要とするとき。

　　③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に

　　あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に

　　対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その

　　他必要な事項を書面で通知します。ただし、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降

　　速やかにこれを行います。

３　本新株予約権の行使の条件

(1) 平成22年７月１日から平成24年６月30日（ただし、平成24年６月30日が銀行営業日でない場合にはその

　　前銀行営業日）までの期間とします。ただし、(注)４に定める組織再編成行為をするために本新株予約

　　権の行使の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社

　　が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできません。この場合は、行使を停止する期間その

　　他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知します。

(2) 第６回乃至第９回新株予約権は、当社が行使の承認を行い、その旨を新株予約権者に通知した日より、

　　全ての新株予約権の行使が可能となります。

(3) 本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期日時点における当社

　　上場株式数の５％を超えることとなる場合の、当該５％を超える部分に係る新株予約権の行使はできま

　　せん（ただし、上記(注)１に準じて取締役会により適切に調整されるものとします。）。

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

　　なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。

(5) 各本新株予約権の一部行使はできません。
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４　合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分

割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株

式移転（以下「組織再編成行為」と総称します。）を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前

において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会

社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称し

ます。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとしま

す。

(1) 新たに交付される新株予約権の数

　　新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整し

　　ます。調整後の１個未満の端数は切り捨てます。

(2) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

　　再編当事会社の同種の株式

(3) 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

　　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整します。調整後の１株未満の端数は切り上げます。

(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整します。調整後の１円未満の端数は切り上げます。

(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合に

　　おける増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得、組織再編成行為の

　　場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

　　本新株予約権の内容に準じて、組織再編成行為に際して決定します。

(6) 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

　　新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要しま

　　す。

　

(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
(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23年３月１日～
平成23年５月31日
(注)

3,000 162,254 42 4,874 42 4,775

(注)　 新株予約権（第三者割当て）の行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

平成23年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

森山　　茂 大阪府豊中市 37,113 22.87

松下　一郎 兵庫県宝塚市 25,613 15.78

有限会社剛ビル 大阪府豊中市新千里北町2丁目16番16号 9,500 5.85

江口　和志 大阪府吹田市 7,613 4.69

CAPITALAND FUND INVESTMENTPRIV
ATE LIMITED（常任代理人 キャピ
タランド・ジャパン株式会社）

39 ROBINSON ROAD,＃18-01ROBINSON POINT
SINGAPORE068911（東京都千代田区丸の内2丁
目7-3 東京ビルディング）

5,750 3.54

株式会社オージーキャピタル 大阪市中央区平野町4丁目1-2 3,529 2.17

森山　純子 大阪府豊中市 3,250 2.00

山沢　　滋 東京都港区 3,245 1.99

資産管理サービス信託銀行株式会
社（証券投資信託口）

東京都中央区晴海1丁目8番12号 晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟

3,054 1.88

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,007 1.85

計 ― 101,674 62.66

(注)  上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

3,054株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）3,007株であります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年５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 162,254 162,254 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 162,254 ― ―

総株主の議決権 ― 162,254 ―

(注)　「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６株（議決権６個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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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22年
　12月

平成23年
　１月 　２月 　３月 　４月 　５月

最高(円) 30,50053,70047,40038,20032,85030,700

最低(円) 28,52030,45035,70020,55026,80028,210

(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  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成22年３月１日から平成22年５月31日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年12月１日から平成22年５月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成23年３月１日から平成23年５月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年12月１日から平成23年５月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表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２四半期連結会計期間(平成22年３月１

日から平成22年５月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年12月１日から平成22年５月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成23年３月１日から平成23年５月31日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年12月１日から平成23年５月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、監査法人だいちにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,998 4,774

売掛金 84 115

たな卸資産 ※2
 17,793

※2
 16,048

繰延税金資産 195 591

その他 308 215

貸倒引当金 △15 △8

流動資産合計 22,364 21,738

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 17,273

※1
 17,963

信託建物（純額） ※1
 1,932

※1
 3,542

土地 23,009 23,350

信託土地 1,059 2,037

その他（純額） ※1
 291

※1
 69

有形固定資産合計 43,566 46,962

無形固定資産

のれん 82 84

その他 42 53

無形固定資産合計 124 138

投資その他の資産

投資有価証券 227 350

長期貸付金 204 156

繰延税金資産 432 102

その他 391 355

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 1,254 964

固定資産合計 44,945 48,066

繰延資産

創立費 0 0

開業費 22 29

繰延資産合計 22 29

資産合計 67,332 69,834
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 609 63

短期借入金 369 4,281

1年内返済予定の長期借入金 9,214 21,838

未払法人税等 268 26

その他 730 1,232

流動負債合計 11,192 27,443

固定負債

長期借入金 ※3
 37,952

※4
 24,702

繰延税金負債 504 504

退職給付引当金 48 43

預り敷金保証金 1,658 1,638

建設協力金 901 927

その他 69 141

固定負債合計 41,133 27,957

負債合計 52,326 55,401

純資産の部

株主資本

資本金 4,874 4,537

資本剰余金 4,775 4,437

利益剰余金 5,384 5,490

株主資本合計 15,034 14,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6 △9

繰延ヘッジ損益 △23 △28

評価・換算差額等合計 △29 △37

新株予約権 1 4

純資産合計 15,005 14,432

負債純資産合計 67,332 69,834
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 5,736 6,697

売上原価 3,187 4,336

売上総利益 2,548 2,361

販売費及び一般管理費 ※１
 857

※１
 952

営業利益 1,691 1,409

営業外収益

受取利息 1 4

匿名組合投資利益 46 91

その他 32 9

営業外収益合計 80 105

営業外費用

支払利息 910 721

支払手数料 86 173

その他 22 14

営業外費用合計 1,019 909

経常利益 751 605

特別利益

固定資産売却益 246 82

前期損益修正益 20 －

その他 41 －

特別利益合計 308 82

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 10

固定資産売却損 419 －

その他 2 1

特別損失合計 422 12

税金等調整前四半期純利益 637 675

法人税、住民税及び事業税 57 261

過年度法人税等 12 －

過年度還付法人税等 － △5

法人税等調整額 183 61

法人税等合計 253 317

少数株主損益調整前四半期純利益 384 358

四半期純利益 384 358
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年３月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 4,091 4,783

売上原価 2,405 3,323

売上総利益 1,686 1,459

販売費及び一般管理費 ※１
 506

※１
 493

営業利益 1,179 965

営業外収益

匿名組合投資利益 46 －

その他 8 3

営業外収益合計 55 3

営業外費用

支払利息 467 356

支払手数料 69 82

その他 10 6

営業外費用合計 547 445

経常利益 687 523

特別利益

固定資産売却益 238 －

前期損益修正益 20 －

その他 37 －

特別利益合計 295 －

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 10

固定資産売却損 419 －

その他 2 0

特別損失合計 422 11

税金等調整前四半期純利益 561 512

法人税、住民税及び事業税 55 255

過年度法人税等 12 －

過年度還付法人税等 － △5

法人税等調整額 153 △4

法人税等合計 221 245

少数株主損益調整前四半期純利益 339 267

四半期純利益 339 267
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 637 675

減価償却費 488 412

のれん償却額 2 2

受取利息 △1 △4

支払利息 910 721

為替差損益（△は益） △1 0

有形固定資産売却損益（△は益） 173 △82

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） 6 29

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,100 △1,744

仕入債務の増減額（△は減少） △672 546

預り敷金保証金の増減額（△は減少） △120 140

その他 1,062 △379

小計 3,590 321

利息及び配当金の受取額 1 4

利息の支払額 △908 △736

法人税等の支払額 28 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,712 △441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △20

有形固定資産の取得による支出 △32 △387

有形固定資産の売却による収入 2,030 896

無形固定資産の取得による支出 △6 △7

投資有価証券の売却による収入 － 168

出資金の取得による支出 △51 △51

出資金の清算による収入 2 0

長期貸付金の回収による収入 － 19

長期貸付による支出 － △83

建設協力金の支払による支出 △26 △26

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,916 509
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,315 252

短期借入金の返済による支出 △116 △4,164

長期借入れによる収入 5,101 7,861

長期借入金の返済による支出 △9,782 △4,842

社債の償還による支出 △4,224 －

株式の発行による収入 － 674

配当金の支払額 － △136

その他 △86 △173

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,794 △528

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163 △461

現金及び現金同等物の期首残高 3,283 4,409

連結除外による減少額 △4 △335

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,116

※１
 3,612
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結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２四半期連結累計期間

(自  平成22年12月１日  至  平成23年５月31日)

１．連結の範囲に関する事項の

変更

(1)連結の範囲の変更 

　当第１四半期連結会計期間において、合同会社SL Department及び一般社団法

人SL Company１は清算結了により、それぞれ連結の範囲から除外しております。

又、当第２四半期連結会計期間において、有限会社新大阪センタービルが保有す

る信託受益権について、当社と信託受託者との間で締結しておりましたマス

ターリース契約が合意解除となり、当社と有限会社との間における支配従属関

係が失われたため、当第２四半期連結会計期間から有限会社新大阪センタービ

ル及び一般社団法人エス・エス・シーを、それぞれ連結の範囲から除外してお

ります。

(2)変更後の連結子会社の数 　　９社 

２．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の適用

　第１四半期連結会計期間より、「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。 
　なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

　

【表示方法の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年12月１日  至  平成23年５月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26

日）に基づく「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当

第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。

　

　
当第２四半期連結会計期間

(自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26

日）に基づく「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表

示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年５月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年５月31日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年11月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,766百万円
※２　たな卸資産の内訳

　 販売用不動産 12,683百万円

　 仕掛販売用不動産 5,107百万円

　 商品 0百万円

　 貯蔵品 2百万円

※３　財務制限条項
（１）長期借入金3,724百万円について付されている財
務制限条項が主であり、当該条項は以下のとおりであり
ます。 
①単体貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成22年
11月期の末日における同表の純資産の部の合計金額の
75％以上に維持すること。
②単体損益計算書の営業損益、経常損益及び当期損益を
2期連続で損失としないこと。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                        　              5,614百万円
※２　たな卸資産の内訳

　 販売用不動産 11,357百万円

　 仕掛販売用不動産 4,689百万円

　 商品 0百万円

　 貯蔵品 0百万円

  ３　偶発債務
債務保証
次の債務者について、金融機関からの借入等に対し債務
保証を行っております。
　 保証先 金額（百万円） 内容
　 住宅ローン利用者

27
借入債務
（注）　 （２名）

　 計 27 ―
(注) 当社分譲マンション購入者の当社提携銀行に対す
る住宅ローンにつき、債務保証を行っております。なお、
各住宅ローン利用者は、各々、購入不動産につき第1順位
の抵当権を設定しているため、当社の負担は抵当権の実
行により回収不可能額が生じた場合の当該金額に限定
されております。
 
※４　財務制限条項
（１）長期借入金3,792百万円について付されている財
務制限条項が主であり、当該条項は以下のとおりであり
ます。 
①単体貸借対照表の純資産の部の合計金額を、平成22年
11月期の末日における同表の純資産の部の合計金額の
75％以上に維持すること。
②単体損益計算書の営業損益、経常損益及び当期損益を
2期連続で損失としないこと。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　 広告宣伝費 32百万円
　 賃貸仲介手数料 45百万円
　 役員報酬 91百万円
　 給与手当 127百万円
　 賞与引当金繰入額 2 百万円
　 退職給付費用 6 百万円
　 法定福利費 24百万円
　 租税公課 80百万円
　 支払手数料 215百万円
　 支払報酬 40百万円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　 広告宣伝費 35百万円
　 賃貸仲介手数料 25百万円
　 役員報酬 91百万円
　 給与手当 129百万円
　 退職給付費用 5 百万円
　 法定福利費 26百万円
　 租税公課 112百万円
　 支払手数料 111百万円
　 貸倒引当金繰入額 9 百万円
　 支払報酬 46百万円

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年３月 1日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
 (自  平成23年３月 1日
 至  平成23年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　 広告宣伝費 16百万円
　 賃貸仲介手数料 28百万円
　 役員報酬 46百万円
　 給与手当 64百万円
　 賞与 9 百万円
　 退職給付費用 3 百万円
　 法定福利費 11百万円
　 租税公課 42百万円
　 支払手数料 171百万円
　 支払報酬 18百万円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　 広告宣伝費 19百万円
　 賃貸仲介手数料 13百万円
　 貸倒引当金繰入額 2 百万円
　 役員報酬 45百万円
　 給与手当 62百万円
　 賞与 20百万円
　 退職給付費用 3 百万円
　 法定福利費 12百万円
　 租税公課 67百万円
　 支払手数料 56百万円
　 支払報酬 23百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日)

※１  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結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5月31日現在)

現金及び預金 3,421百万円

預入期間が３か月超の定期預金  △305百万円

現金及び現金同等物 3,116百万円

※１  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間

末残高と当第２四半期連結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5月31日現在)

現金及び預金 3,998百万円

預入期間が３か月超の定期預金  △385百万円

現金及び現金同等物 3,612百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年５月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年12月

１日　至 平成23年５月31日)
　

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 162,254
　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) ―
　

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高等

会社名 新株予約権の内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
(株)

当第２四半期
連結会計期間末残高

(百万円)

提出会社
平成22年新株予約権 普通株式 7,000 1

ストックオプションとしての
新株予約権

― ― 0

連結子会社 　 ― ― ―

合計 ― 1
　

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
(百万円)

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２月
25日定時株主総会

普通株式 138 1,000平成22年11月30日 平成23年２月28日 利益剰余金
　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

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

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年５月31日)

　

　
不動産事業
(百万円)

不動産賃貸
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

2,695 1,304 92 4,091 ― 4,091

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,695 1,304 92 4,091 ― 4,091

営業利益 790 678 16 1,485 (305) 1,179

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年５月31日)

　

　
不動産事業
(百万円)

不動産賃貸
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

2,949 2,615 171 5,736 ― 5,736

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,949 2,615 171 5,736 ― 5,736

営業利益 784 1,394 27 2,206 (515) 1,691

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各区分に属する主要な事業

事業区分 主な事業の内容

不動産事業
不動産投資ファンドの組成及び運営・不動産投資ファンド向けの物件の開発及び売買等
ファミリーマンション・投資マンション・戸建住宅・宅地等の分譲

不動産賃貸事業 マンション・ビル・商業施設及び土地等の賃貸及び運営管理

その他の事業 主に、顧客の宿泊、貸室などを併せたホテルの経営

３　事業区分の変更 

当社グループは、昨今の当社グループを取り巻く環境、とりわけ流動化市況を鑑み、当該流動化事業を大幅に

縮小させております。それに伴い、経営管理の効率化・集約化を目的として組織の変更を行い、従来、「不動産

流動化事業」及び「不動産分譲事業」と内部管理上区分していた事業を「不動産事業」へと統合しておりま

す。 

なお、前第２四半期連結会計期間及び連結会計前第２四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報に

ついて、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間の事業区分によった場合の事業の種類別

セグメント情報は、次のとおりであります。 
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前第２四半期連結会計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年５月31日)

　
不動産事業
(百万円)

不動産賃貸
事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

6,044 1,492 131 7,667 ― 7,667

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,044 1,492 131 7,667 ― 7,667

営業利益 475 727 55 1,258 (235) 1,022

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成20年12月１日  至  平成21年５月31日)

　
不動産事業
(百万円)

不動産賃貸
事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

7,148 2,609 219 9,976 ― 9,976

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,148 2,609 219 9,976 ― 9,976

営業利益 702 1,205 63 1,971 (471) 1,500

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間並びに前第２四半期連結累計期間及び当第２

四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当

事項はありません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間並びに前第２四半期連結累計期間及び当第２

四半期連結累計期間において、海外の売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「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。
　

１  報告セグメントの概要

当社グループ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、「不動産事業」、「不動産賃貸事業」及び「その他の事業」を報告セグメントとしておりま

す。 

「不動産事業」は、不動産投資ファンドの組成及び運営・不動産投資ファンド向けの物件の開発及び売買

等、ファミリーマンション・投資マンション・戸建住宅・宅地等の分譲を行っております。「不動産賃貸事

業」は、マンション・ビル・商業施設及び土地等の賃貸及び運営管理を行っております。「その他の事業」

は、主に、顧客の宿泊、貸室などを併せたホテルの経営を行っております。 
　

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２四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年５月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２不動産事業

不動産賃貸
事業

その他の
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,367 2,158 171 6,697 ― 6,697

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

418 53 ― 472 △472 ―

計 4,786 2,212 171 7,170 △472 6,697

セグメント利益 1,202 1,122 20 2,344 △934 1,409

(注) １．セグメント利益の調整額△934百万円は、セグメント間取引消去△450百万円、各報告セグメントに配賦されな
い全社費用482百万円が主であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
　

当第２四半期連結会計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２不動産事業

不動産賃貸
事業

その他の
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,624 1,071 87 4,783 ― 4,783

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

411 13 ― 424 △424 ―

計 4,035 1,085 87 5,208 △424 4,783

セグメント利益 1,086 554 15 1,656 △690 965

(注) １．セグメント利益の調整額△690百万円は、セグメント間取引消去△413百万円、各報告セグメントに配賦されな

い全社費用275百万円が主であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。
　

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

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

以下の項目が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。

　
四半期連結貸借対照表

計上額
時価 差額

　 （百万円） （百万円） （百万円）

（１）短期借入金 369 369 ―

（２）１年内返済予定の長期借入
金

9,214 9,214 ―

（３）長期借入金 37,952 37,924 △27

（注）金融商品の時価の算定方法

負　債

（１）短期借入金及び（２）１年内返済予定の長期借入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によって

おります。

（３）長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価格にほぼ

等しいことから、当該帳簿価格によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同

様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値によっております。

　
(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成23年５月31日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計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２四半期連結会計期間末(平成23年５月31日)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はありません。
　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年３月１日  至 平成23年５月31日)

該当事項はありません。
　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自 平成23年３月１日  至 平成23年５月31日)

該当事項はありません。
　

(資産除去債務関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

記載すべき事項はありません。
　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

記載すべき事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年11月30日)

　 　

１株当たり純資産額 92,474円32銭
　

　 　

１株当たり純資産額 104,362円09銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末
(平成22年11月30日)

純資産の部の合計額(百万円) 15,005 14,432

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,004 14,428

差額の主な内訳(百万円) 　 　

  新株予約権 1 4

  少数株主持分 ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 162,254 138,254

普通株式の自己株式数(株) ― ―

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) 162,254 138,254

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

第２四半期連結累計期間
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 2,886円23銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―
　

１株当たり四半期純利益金額 2,364円00銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

2,314円84銭
　

(注) １．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 384 358

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 384 358

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 133,225 151,487

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 3,217

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まれなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の
概要

― ―
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第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 2,548円28銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

―
　

１株当たり四半期純利益金額 1,664円73銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額

1,659円03銭
　

(注) １．前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　 ２．１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

　 おりであります。
　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年３月１日
至  平成23年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 339 267

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 339 267

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 133,225 160,748

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 552

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まれなかった潜在株式に
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の
概要

― ―

　
(重要な後発事象)

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・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、当第２四半期連結会計

期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べ著しい変動が認められないため、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22年７月12日

サムティ株式会社

取締役会  御中

　

監査法人だいち

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士 　 星　　野　　 　 　誠    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    村    田    直    隆    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」に掲げられているサム

ティ株式会社の平成21年12月１日から平成22年11月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成22年３月１日から平成22年５月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年12月　１日から平成22年

５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成22年

５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結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  四半期連結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23年７月13日

サムティ株式会社

取締役会  御中

　

監査法人だいち

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    星    野     　   誠    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    村    田    直    隆    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」に掲げられているサム

ティ株式会社の平成22年12月1日から平成23年11月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成

23年3月1日から平成23年5月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成22年12月1日から平成23年5月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

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。この四半期連結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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成23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2四半期連結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  四半期連結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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