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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】

連結経営指標等

　

回次
第29期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第30期
第１四半期連結
累計(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
    ２月28日

自  平成22年
    12月１日
至  平成23年
    ２月28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) 1,644 1,914 12,903

経常利益 (百万円) 64 81 1,265

四半期(当期)純利益 (百万円) 45 90 1,103

純資産額 (百万円) 13,113 14,982 14,432

総資産額 (百万円) 78,612 69,809 69,834

１株当たり純資産額 (円) 98,425.8394,068.95104,362.09

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 337.94 637.33 8,232.16

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― 612.26 8,219.72

自己資本比率 (％) 16.7 21.5 20.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △58 △1,566 7,577

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 50 858 4,091

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △670 70 △10,540

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 2,607 3,743 4,409

従業員数 (人) 73 76 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１四半期の潜在株式調整後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。
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２ 【事業の内容】

当第１四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。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年２月28日現在

従業員数(人) 76 (15)

(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１四半期連結会

　　　計期間の平均人員を（　）内に外書きで記載しております。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成23年２月28日現在

従業員数(人) 60 (1)

(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１四半期会計期

　　 間の平均人員を（　）内に外書で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 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１四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、当第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１四半期連結会計期間
(自　平成22年12月１日
　至　平成23年２月28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 278 276.0

アセットマネジメント 5 2,823.5

投資分譲 387 115.8

住宅分譲 72 ―

小計 743 193.1

  不動産賃貸事業

住居 356 △27.0

オフィス 321 △22.4

その他 409 0.1

小計 1,087 △17.1

  その他の事業 　 83 5.5

合計 　 1,914 16.4

(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  本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

３  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１四半期連結会計期間
（自　平成21年12月１日
　　至　平成22年２月28日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年12月１日
　　至　平成23年２月28日）

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱コアエステート ― ― 217 11.3

４  前第１四半期連結会計期間における売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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１四半期連結会計期間における我が国経済は、持ち直しに向けた動きがみられ、足踏み状態を脱しつ

つあるものの、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。また、海外景気の動向や為替

レートの変動などによる景気の下押しリスクが懸念され、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１四半期連結会計期間の業績は売上高は1,914百万円（前年同四半期比16.4％増）、営業

利益は443百万円（前年同四半期比13.3％減）、経常利益は81百万円（前年同四半期比27.4％増）、四半期

純利益は90百万円（前年同四半期比101.0％増）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「クレアート大阪トゥールビヨン（大阪市旭区）」及び「サムティ天王寺EAST

（大阪市天王寺区）」等において33戸を販売し、その他収益マンションとして「サムティ大物公園（兵庫

県尼崎市）」等を売却いたしました。

この結果、当該事業の売上高は751百万円、営業利益は113百万円となりました。

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1,127百万円、営業利益は567百万円となりました。

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83百万円、営業利益4百万円となりました。
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(２)財政状態の分析

当第１四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、24百万円減少し、69,809百万円と

なっております。このうち流動資産は985百万円増加し、22,723百万円となっており、固定資産は1,006百万

円減少し、47,059百万円となっております。流動資産の主な増加要因は、たな卸資産1,704百万円の増加であ

ります。固定資産の主な減少要因は、売却等による有形固定資産917百万円の減少であります。当第１四半期

連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末と比べ、574百万円減少し54,826百万円となっております。

このうち流動負債は10,892百万円減少し、16,551百万円となっており、固定負債は10,317百万円増加し、

38,275百万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1,344百万円及び１年内返済長期

借入金9,307百万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10,361百万円の増加であり

ます。当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、資本金295百万円及び資本準備金295百万円の増加等に

より、前連結会計年度末と比べ、550百万円増加し、14,982百万円となっております。

(３）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、営業活動により

1,566百万円減少、投資活動により858百万円増加、財務活動により70百万円増加した結果、前連結会計年度

末と比べ、665百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には3,743百万円となりました。

当第１四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１四半期連結会計期間おける営業活動により使用した資金は、1,566百万円（前第１四半期連結会計

期間は58百万円の支出）となりました。これは主に、たな卸資産の増加1,704百万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１四半期連結会計期間における投資活動により得た資金は、858百万円（前第１四半期連結会計期間

は50百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入896百万円によるものであ

ります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における財務活動により得た資金は、70百万円（前第１四半期連結会計期間

は670百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入の返済による支出1,444百万円、長期借入による

収入2,980百万円、長期借入の返済による支出1,926百万円、株式の発行による収入590百万円によるもので

あります。 

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度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１四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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年４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 159,254 161,254
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 159,254 161,254 ― ―

(注) １  提出日現在の発行数には、平成23年４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  当第１四半期会計期間末から平成23年３月31日までに、新株予約権（第三者割当）の行使により、株式数は

2,000株増加し、発行済株式総数は161,254株となっております。
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(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１四半期会計期間末現在
(平成23年２月28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 －

(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１四半期会計期間末現在
(平成23年２月28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１四半期会計期間末現在
(平成23年２月28日)

新株予約権の数（個） 100

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） 10,000

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22年12月１日～
平成23年２月28日
(注)１

21,000 159,254 295 4,832 295 4,733

(注) １  新株予約権（第三者割当て）の行使による増加であります。

２  当第１四半期会計期間末から平成23年３月31日までに、新株予約権（第三者割当）の行使により、株式数は

2,000株増加し、発行済株式総数は161,254株となっております。

　

(6) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年11月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年11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 ― ― ―

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 138,254 138,254 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 138,254 ― ―

総株主の議決権 ― 138,254 ―

(注) １　「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　当第１四半期会計期間において、新株予約権の行使により完全議決権株式が21,000株増加したことから、当第

１四半期会計期間末現在の発行済株式総数は159,254株となっております。

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

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

最高(円) 30,50053,70047,400

最低(円) 28,52030,45035,700

(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１四半期連結会計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28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１四半期連結会計期間(平成22年12月１日から平成23年２月28日まで)及び当第１四半期連結累計期間

(平成22年12月１日から平成23年２月28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１四半期連結会計期間(平成21年　12月

１日から平成22年２月28日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年12月１日から平成22年２月28日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年12月１日から平成23年２月28

日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年12月１日から平成23年２月28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る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１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 4,109 4,774

売掛金 95 115

たな卸資産 ※2
 17,753

※2
 16,048

繰延税金資産 523 591

その他 254 215

貸倒引当金 △13 △8

流動資産合計 22,723 21,738

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 17,411

※1
 17,963

信託建物(純額) ※1
 3,518

※1
 3,542

土地 23,004 23,350

信託土地 2,037 2,037

その他（純額） ※1
 73

※1
 69

有形固定資産合計 46,045 46,962

無形固定資産

のれん 83 84

その他 48 53

無形固定資産合計 131 138

投資その他の資産

投資有価証券 228 350

長期貸付金 216 156

繰延税金資産 100 102

その他 340 355

貸倒引当金 △2 －

投資その他の資産合計 883 964

固定資産合計 47,059 48,066

繰延資産

創立費 0 0

開業費 25 29

繰延資産合計 25 29

資産合計 69,809 69,834
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 317 63

短期借入金 2,936 4,281

1年内返済予定の長期借入金 12,531 21,838

未払法人税等 3 26

その他 761 1,232

流動負債合計 16,551 27,443

固定負債

長期借入金 ※4
 35,064

※4
 24,702

繰延税金負債 504 504

退職給付引当金 45 43

預り敷金保証金 1,684 1,638

建設協力金 914 927

その他 62 141

固定負債合計 38,275 27,957

負債合計 54,826 55,401

純資産の部

株主資本

資本金 4,832 4,537

資本剰余金 4,733 4,437

利益剰余金 5,442 5,490

株主資本合計 15,008 14,466

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2 △9

繰延ヘッジ損益 △24 △28

評価・換算差額等合計 △27 △37

新株予約権 1 4

純資産合計 14,982 14,432

負債純資産合計 69,809 69,834
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年２月28日)

売上高 1,644 1,914

売上原価 782 1,012

売上総利益 861 902

販売費及び一般管理費 ※１
 350

※１
 458

営業利益 511 443

営業外収益

受取利息 0 2

匿名組合投資利益 － 91

金利スワップ評価益 0 0

その他 24 8

営業外収益合計 25 101

営業外費用

支払利息 443 365

支払手数料 17 91

その他 11 7

営業外費用合計 472 463

経常利益 64 81

特別利益

固定資産売却益 8 82

貸倒引当金戻入額 4 －

新株予約権戻入益 0 －

その他 － 0

特別利益合計 12 82

特別損失

その他 0 1

特別損失合計 0 1

税金等調整前四半期純利益 76 163

法人税、住民税及び事業税 1 6

法人税等調整額 30 66

法人税等合計 31 72

少数株主損益調整前四半期純利益 － 90

少数株主利益 － －

四半期純利益 45 90
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
　至 平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
　至 平成23年２月28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 76 163

減価償却費 245 210

のれん償却額 1 1

受取利息 △0 △2

支払利息 443 365

為替差損益（△は益） △1 0

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △82

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 2

売上債権の増減額（△は増加） 8 20

たな卸資産の増減額（△は増加） 81 △1,704

仕入債務の増減額（△は減少） △640 254

預り敷金保証金の増減額（△は減少） △34 45

その他 118 △438

小計 295 △1,165

利息及び配当金の受取額 0 2

利息の支払額 △354 △367

法人税等の支払額 0 △36

営業活動によるキャッシュ・フロー △58 △1,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4 △100

有形固定資産の売却による収入 121 896

無形固定資産の取得による支出 △2 △3

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 △15

出資金の清算による収入 － 0

長期貸付けによる支出 － △83

建設協力金の支払による支出 △13 △13

その他 0 8

投資活動によるキャッシュ・フロー 50 858

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 3,647 100

短期借入金の返済による支出 △21 △1,444

長期借入れによる収入 1,751 2,980

長期借入金の返済による支出 △2,473 △1,926

社債の償還による支出 △3,556 －

株式の発行による収入 － 590

配当金の支払額 － △138

その他 △17 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △670 70

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） △676 △637

現金及び現金同等物の期首残高 3,283 4,409

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △28

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 2,607

※１
 3,743
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28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１四半期連結会計期間

(自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28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。
(2)変更後の連結子会社の数
　11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

　当第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１四半期連結会計期間

(自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28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
１四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１四半期連結会計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28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１四半期連結会計期間（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28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１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 

5,793  百万円
※２　たな卸資産の内訳

販売用不動産 13,054百万円

仕掛販売用不動産 4,695百万円

商品 0 百万円

貯蔵品 2 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）　 （１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3,754百万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。

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年12月1日
至  平成22年2月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年12月1日
至  平成23年2月28日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　 広告宣伝費 15百万円
　 賃貸仲介手数料 17百万円
　 役員報酬 45百万円
　 給与手当 63百万円
　 賞与引当金繰入額 10百万円
　 退職給付費用 2 百万円
　 法定福利費 12百万円
　 租税公課 38百万円
　 支払手数料 44百万円
　 支払報酬 21百万円

※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
　 販売手数料 69百万円
　 賃貸仲介手数料 12百万円
　 役員報酬 46百万円
　 給与手当 66百万円
　 退職給付費用 2 百万円
　 法定福利費 13百万円
　 租税公課 44百万円
　 支払手数料 55百万円
　 貸倒引当金繰入額 7 百万円
　 支払報酬 22百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年２月28日)

※１  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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２月28日現在)

現金及び預金勘定 2,912百万円

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 2,607百万円

※１  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四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２月28日現在)

現金及び預金 4,109百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △365百万円

現金及び現金同等物 3,743百万円
　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成23年２月28日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年12月　１日

 至  平成23年２月28日)
　

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 159,254
　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
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１四半期
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 10,000 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１四半期連結会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１四半期連結累計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年２月28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

253 1,311 79 1,644 ― 1,644

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 253 1,311 79 1,644 ― 1,644

営業利益又は営業損失（△） △6 716 10 720 (209) 511

(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１四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１四半期連結累

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。 

　
前第１四半期連結累計期間(自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28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

1,103 1,117 88 2,309 ― 2,309

(2) セグメント間
　　の内部売上高
　　又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,103 1,117 88 2,309 ― 2,309

営業利益 227 477 8 713 (235) 477
　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日)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１四半期連結累計期間(自　平成21年12月１日　至　平成22年２月28日)において海外売上高がないた

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)

当第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１四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28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 743 1,087 83 1,914 ― 1,914

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

7 40 ― 47 △47 ―

計 751 1,127 83 1,962 △47 1,914

セグメント利益 113 567 4 686 △244 443

(注) １．セグメント利益の調整額△244百万円は、セグメント間取引消去△36百万円、各報告セグメントに配賦され

　 ない全社費用△207百万円であります。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１四半期連結会計期間末(平成23年２月28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）

長期借入金 35,064 35,014 △49

（注）金融商品の時価の算定方法

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います。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１四半期連結会計期間末(平成23年２月28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１四半期連結会計期間末(平成23年２月28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１四半期連結会計期間(自 平成22年12月１日  至 平成23年２月28日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自 平成22年12月１日  至 平成23年２月28日)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成23年２月28日)

記載すべき事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成23年２月28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１四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 94,068円95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１四半期
連結会計期間末
(平成23年２月28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) 14,982 14,432

普通株式に係る純資産額(百万円) 14,980 14,428

差額の主な内訳(百万円) 　 　

  新株予約権 1 4

普通株式の発行済株式数(株) 159,254 138,254

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) 159,254 138,254

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年２月28日)

１株当たり四半期純利益金額 337円94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 637円33銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 612円26銭
　

(注) １．前第１四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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年12月１日
至  平成22年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年２月28日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 45 90

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 45 90

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) 133,225 142,021

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 5,815

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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(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１四半期連結

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４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１四半期連結会計期間(平

成21年12月１日から平成22年２月28日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年12月１　日から平成22年

２月28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

２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年４月８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１四半期連結会計期間(平

成22年12月１日から平成23年２月28日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成22年12月１　日から平成23年

２月28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

２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四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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