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1.  平成23年6月期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

（注）当社は平成22年７月１日に株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法により設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、前期実績はあ
りません。 
また当社は、平成23年２月１日付にて普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割いたしました。これにより、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1
株当たり当期純利益の平成23年６月期の数値は株式分割後の数値を記載しております。  

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成22年７月１日に株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法により設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、前期実績はあ
りません。 
また当社は、平成23年２月１日付にて普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割いたしました。これにより、1株当たり純資産の平成23年６月期の数値は
株式分割後の数値を記載しております。  

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当社は平成22年７月１日に株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法により設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、前期実績はあ
りません。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 15,972 ― 1,667 ― 1,378 ― 759 ―
22年6月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 23年6月期 756百万円 （―％） 22年6月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年6月期 60.43 58.59 29.5 11.4 10.4
22年6月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  0百万円 22年6月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年6月期 14,429 2,970 20.3 233.06
22年6月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   23年6月期  2,931百万円 22年6月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年6月期 △3,523 △135 2,934 1,403
22年6月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

当社は平成22年７月１日に株式会社グローバル住販より単独株式移転の方法により設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、前期実績はありま
せん。 
また当社は、平成23年２月１日付にて普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割いたしました。これにより、平成23年６月期（予想）の期末の配当金金額
は株式分割後の金額を記載しております。  

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年6月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
23年6月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 62 8.3 2.4
24年6月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 10.4

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,239 212.4 △44 ― △233 ― △241 ― ―
通期 31,865 199.5 2,546 152.7 2,070 150.2 1,206 158.7 95.91



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成23年２月１日付にて普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割しております。  

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 無
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期 12,576,800 株 22年6月期 ― 株
② 期末自己株式数 23年6月期 ― 株 22年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 12,576,800 株 22年6月期 ― 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実
施中であります。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、[添付
資料]２ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
なお、当社は、平成23年１月14日開催の取締役会決議により、平成23年２月１日付にて普通株式１株につき４株の割合をもって株式分割しております。 
当社は、純粋持株会社であり、その業績の殆どがグループ会社間での内部取引によるものとなるため、個別業績および個別業績予想の開示は省略いたしま
す。  
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(1）経営成績に関する分析 

 当社は、平成22年7月1日付けをもって、株式会社グローバル住販の単独株式移転により純粋持株会社として設立さ

れました。これに伴い、当社株式は同日付で大阪証券取引所JASDAQ市場に上場し、当社完全子会社である株式会社グ

ローバル住販の株式は同市場の上場を廃止されております。 

 さて、当連結会計年度におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国向けの輸出の増加や政府の景気刺激策等を

背景に、企業収益の改善に伴う設備投資の増加等、緩やかに景気回復の兆しをみせておりました。しかしながら、長

引く円高、デフレーションの進行や資源価格の高騰等、景気下振れの懸念材料も残されており、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、当面、企業の生産活動の低下や個人消費の抑制等が懸念されることか

ら、実体経済は依然として予断を許さない状況で推移しております。 

 その一方で、当社グループの属する首都圏の不動産業界におきましては、低金利及び不動産価格の底打ち感を背景

に、実需層の動きが活発化した結果、契約率は順調に推移しており回復基調が鮮明となっております。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、マンション分譲と戸建分譲を事業の二本柱として積極的に事業

展開を行っております。 

 マンション分譲におきましては、間取りやカラー、収納の形状、女性がこだわるキッチンの高さ等、10万通り以上

の組合せから無償で選べる「ライフパレット」を採用し、多様化するお客様ニーズに対応した良質なマンションの提

供に努めてまいりました。当連結会計年度において、当社グループは「ウィルローズ瑞江ブライズ」、「グラウス日

本橋浜町」、「ウィルローズ浅草」、「ウィルローズ西ヶ原」、「ウィルローズ梅島」、「ウィルローズ茅場町」、

「ウィルローズ月島テラス」、「ウィルローズ志木」の引渡しを行いました。また、マンション用地の仕入につきま

しては、東京都中央区など都心部を中心に来期以降分の積み増しを積極的に進めております。また、当社グループが

分譲及び管理を行っているマンションにお住まいのお客様に対し、自然とのふれあいの場として「グローバル・ファ

ーム」を運営しており、物件引渡し後においてもお客様とのコミュニケーションを大切にし、継続的な顧客満足度の

向上に努めております。 

 戸建分譲におきましては、低価格と高品質を追求し、完全自社施工により差別化を図ってまいりました。当連結会

計年度において、当社グループは「北秋津プロジェクト」、「日野市三沢プロジェクト」、「府中天神町プロジェク

ト」等の引渡しを行いました。戸建用地の仕入につきましては、所沢沿線エリアを中心に行ってまいりましたが、東

京都内、神奈川エリアまで事業地域を拡大し、積極的な仕入を行ってまいりました。また、今後においてもさらなる

事業規模の拡大を図り、平成23年７月１日に都内の営業拠点となる新宿本店を開設し、所沢本社においてはショール

ームの併設を行い供給戸数を増やしてまいります。 

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は15,972百万円、営業利益は1,667百万円、経常利益は1,378百万円、

当期純利益759百万円となりました。 

 次期の見通しについては、震災の影響により住宅設備機器等の物流の遅れが生じ、数物件が上期引渡し予定から下

期引渡し予定へ変更し、下期引渡し予定の物件は影響をうけないことから下期偏重となりました。なお、現状、建設

工事は順調に進捗しており、販売状況も順調に推移しております。 

  

 当連結会計年度におけるセグメントの業績は以下のとおりであります。なお、売上高の金額につきましては、セグ

メント間の内部売上高を含めて記載しております。 

  

［不動産分譲事業］ 

 不動産分譲事業におきましては、マンション分譲と戸建分譲を行っております。マンション分譲につきまして

は、「ウィルローズ瑞江ブライズ」、「グラウス日本橋浜町」、「ウィルローズ浅草」、「ウィルローズ西ヶ

原」、「ウィルローズ梅島」、「ウィルローズ茅場町」、「ウィルローズ月島テラス」、「ウィルローズ志木」合

計280戸の引渡しを行いました。 

また、戸建分譲につきましては「北秋津プロジェクト」、「日野市三沢プロジェクト」、「府中天神町プロジェ

クト」等、請負工事、土地分譲も含め105戸の引渡しを行いました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は15,559百万円、営業利益は1,917百万円となりました。 

  

［不動産販売代理事業］ 

 不動産販売代理事業におきましては、自社開発及び他社開発物件について販売代理を行い、東京都区部などで10

物件305戸、埼玉県下で１物件31戸、合計336戸の引渡しなどを行いました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は841百万円、営業利益は358百万円となりました。 

   

１．経営成績



［不動産ソリューション事業］ 

 不動産ソリューション事業におきましては、「住吉プロジェクト」、「南生田アメニティホームズ」計30戸の引

渡しを行いましたが、昨今の不動産投資家の需要が低迷していることを受け、引き続き他事業に経営資源をシフト

しております。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は69百万円、営業損失は42百万円となりました。 

   

［その他事業］ 

 その他事業におきましては、「ウィルローズ」シリーズの新規分譲に伴い分譲マンション管理事業が順調に推移

しました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は214百万円、営業利益は77百万円となりました。  

  

 (2）財政状態に関する分析 

＜資産、負債及び純資産の状況＞  

 当連結会計年度末における総資産は14,429百万円となりました。うち流動資産は12,677百万円、固定資産は

1,751百万円であります。 

 流動資産の主な内容としましては、現金及び預金1,576百万円、販売用不動産1,153百万円、仕掛販売用不動産

8,858百万円であります。 

 固定資産の主な内容としましては、有形固定資産1,484百万円、無形固定資産9百万円、投資その他の資産257百

万円であります。  

 当連結会計年度末における総負債は11,458百万円となりました。うち流動負債は6,505百万円、固定負債は4,952

百万円であります。 

 流動負債の主な内容としましては、短期借入金1,807百万円、１年内返済予定の長期借入金2,124百万円、１年内

償還予定の社債390百万円であります。 

 固定負債の主な内容としましては、長期借入金4,931百万円であります。 

 当連結会計年度末における純資産は2,970百万円となりました。なお、自己資本比率は20.3％、１株当たり純資

産額233.06円となりました。  

  

＜当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況＞ 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首に比べて724百万円減少し、1,403百万円

となりました。 

 当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加額4,849百万円を主要因と

して、3,523百万円の支出となりました。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出49百万円、有形固定

資産の取得による支出120百万円、差入保証金の差入による支出81百万円を主要因として、135百万円の支出となり

ました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額1,238百万円、長期借

入金の純増加額1,763百万円を主要因として、2,934百万円の収入となりました。 

  



（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移 

 自己資本比率：自己資本/総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

 （注１）いずれも連結ベースの財務数値により記載しております。 

 （注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

 （注３）キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります  

 （注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 

 （注５）キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）、インタレスト・カバレッジ・レシオにつきまして、平成23

年６月期の営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

 （注６）平成23年６月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、 終株式取引日である平成23年６月28日の

終値より算出しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題としており、業績に応じた利益還元を積極的に行うことを基本

方針としながら、将来の事業展開と財務体質強化のための内部留保を充実等を勘案のうえ、総合的に決定する方針で

あります。 

 平成23年６月期につきましては１株当たりの配当金は５円を予定しております。また、次期につきましては１株当

たりの配当金は10円を予定しております。 

  

  平成23年６月期 

自己資本比率（％）  20.3

時価ベースの自己資本比率（％）  31.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －



(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業内容その他に関するリスクについて、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、

重要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。な

お、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針であります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、決算短信発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

① 有利子負債への依存と金利変動の影響について 

  当社グループは、用地の取得資金及び建築資金を主に金融機関からの借入金により調達しており、有利子負債依

存度が高い水準にあります。今後においても、事業拡大に伴い有利子負債は高い水準で推移するものと想定され、

資金借入が十分に行えなくなった場合や金利が上昇した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

② 金融機関からの資金調達にかかるリスク 

  当社グループの不動産開発において、多くは土地仕入時に金融機関から事業資金の借入を行っております。それ

ゆえ、計画通りに物件の引渡ができない場合、借入先である金融機関との良好な関係が維持できなくなった場合に

は、返済期限の延長ができなかったり、資金回収前に金融機関から返済を求められ、代替の資金調達ができなかっ

た場合には、資金繰りに窮する可能性があります。 

  

③ 不動産市況の悪化によるリスク 

  当社グループの事業は、景気動向、金利動向、地価動向及び税制改正等の影響を受けやすいため、経済・雇用情

勢等の悪化により、不動産に対する消費者の購入意欲や投資家による投資意欲が減退した場合、または仕入済の開

発用不動産及び商品である販売用不動産の価値の下落が起こった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 用地取得にかかるリスクについて 

  当社グループでは、仕入物件の選定基準として、事業採算性の見地から所定の基準を設けておりますが、不動産

市況の変化や用地取得競争の激化等により、当社グループの基準や事業戦略に合う優良な土地を仕入れることが困

難となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 競合について 

  不動産業においては、事業を営むために宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許を受ける必要があり

ますが、一般的に参入障壁が高いとは言えず、多くの不動産業者が激しく競争している状況にあります。 

  今後、競争による分譲価格の下落が生じた場合、または販売代理事業における販売委託元のディベロッパーが、

他社に販売を委託するまたは自社で販売するようになり、当社グループの販売受託が減ることとなった場合には、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

項目 
当連結会計年度末 

（平成23年６月30日） 

      千円 

  有利子負債残高 （A)  9,257,080

  短期借入金  1,807,525

  １年内返済予定の長期借入金  2,124,552

  長期借入金  4,931,756

  １年内償還予定の社債  390,000

  その他の有利子負債  3,247

  総資産総額 （B)  14,429,041

  有利子負債依存度 （A/B) 64.16% 



⑥ 建築工事について 

  当社グループは、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行っております。

外注先の選定にあたっては品質、建築工期及びコスト等を総合的に勘案して決定しており、特定の外注先に依存し

ないように努めております。 

  当社グループは、品質管理及び工期遅延防止のため、毎週工程進捗会議を行い、物件の進捗や問題点の報告検討

及び方向性の確認を行うとともに、設計監理者及び外注先との定例会議を行うことにより、工期スケジュール等の

確認を行っております。しかしながら、工事中の事故、外注先の倒産や請負契約の不履行、その他予期せぬ事象が

発生した場合、工事の中止及び遅延、建築コストの上昇等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

⑦ 瑕疵担保リスクについて 

  当社グループは、不動産分譲事業、不動産ソリューション事業における建築工事は外注により行っており、当社

グループが販売する建物についての瑕疵については、外注先の施工会社の工事保証にて担保しております。しかし

ながら、施工会社の財政状態が悪化または破綻する等により施工会社が負うべき瑕疵の担保責任が履行されない場

合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは、財団法人住

宅保証機構の登録業者となり、当社グループが分譲する住宅は、住宅性能保証制度に登録しておりますので、当該

制度の保険に裏付けされた10年保証により、購入者の保護がなされております。 

  また、土地については土地の仕入時及び開発中において、後述の通り調査を行っておりますが、物件の引渡後瑕

疵が発見され、当社グループが是正又は賠償する必要が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 土地仕入時において予測できないリスクについて 

  当社グループでは、土地の仕入に際して、さまざまな調査を行い、土地仕入の意思決定をしておりますが、土地

仕入時には予想がつかない土壌汚染や地中埋設物等の瑕疵が発見された場合や近隣への建築工事中の騒音や竣工後

の日影の影響等に対する近隣住民の反対運動が発生した場合には、プロジェクトの工程に遅れをきたすと同時に、

追加費用が発生する場合があります。 

  当社グループの開発物件におきまして、予想を超えた地中障害や近隣反対運動等が発生した場合には、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 有害物質対策について 

  当社グループは、不動産分譲事業並びに不動産ソリューション事業におきまして土地建物の取得を行っており、

当該土地上に解体を目的とした既存建物が存在している場合、アスベストやＰＣＢ等の有害物質の使用状況に関し

て確認を行っております。有害物質の使用が確認された場合、飛散または流出防止対策を実施するとともに解体に

より発生した廃棄物は法令に基づいた処理を行っております。また、不動産ソリューション事業におきまして土地

建物を購入する際にも有害物質の使用について確認を行っております。 

  しかしながら、有害物質が経年劣化等により飛散または流出する恐れが生じた場合や、当社グループが想定する

範囲を越えて使用が判明した場合には、有害物質の除去又は封じ込め等の費用が発生し、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑩ 事業に係る法的規制について 

  当社グループ各社は、事業に必要な宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者の免許やマンション管理適正化

推進法に基づくマンション管理業者の登録を受けており、各法令上の規制と当局の監督を受けます。また、各事業

の継続には、かかる許認可が必要なため、仮にこれらの取消事由等に該当する何らかの問題が発生し、業務停止命

令や許認可の取消処分を受けた場合には、当社グループの事業遂行に支障をきたす場合があります。 

  その他当社グループの事業にかかる法的規制としては、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、消防法、

各自治体等が定めた条例等があります。当社グループはこれらの法令を遵守しておりますが、今後法令等の改正又

は新たな規制の制定によって、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



⑪ 個人情報の保護について 

  当社グループでは、主に不動産分譲事業並びに不動産販売代理事業を通じて多数のお客様の個人情報を取り扱っ

ており、その取扱には十分な注意を払っております。当社グループのホームページにおきましても個人情報保護方

針を掲載し、個人情報の取り扱いについて説明を行っております。個人情報の機密保持につきましては、施錠され

たロッカーに保管し、電子ファイルはパスワードによる管理を行っております。また、当社グループでは各部署の

責任者で組織したコンプライアンス委員会において、ビデオ等による説明会、研修等を定期的に開催し、情報管理

の重要性の周知徹底、個人情報に対する意識の徹底を図っております。 

  当社グループでは、個人情報の保護に注力しておりますが、不正侵入や不正アクセス等の不測の事態によって、

万が一、個人情報の漏洩が発生した場合には、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の低下等により、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑫ 訴訟等について 

  当社グループは、現時点において業績に影響を及ぼす訴訟を提起されている事実はありません。しかしながら、

当社グループが開発、販売、管理する不動産物件において、瑕疵、土壌汚染、販売活動等を起因として、訴訟その

他の請求が発生する可能性があります。これらの訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑬ 自然災害等について 

  当社グループが取り扱う物件のエリアにおいて、地震、火災、津波、大型台風等の自然災害が発生し、当社グル

ープが取り扱う物件が毀損、滅失等の被害を被った場合は、追加費用やプロジェクトの進捗遅延等が発生し、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑭ 物件の引渡時期にかかるリスクについて 

  当社グループでは、不動産分譲事業、不動産販売代理事業及び不動産ソリューション事業におきましては、物件

の引渡時を売上計上時期としております。大規模プロジェクトや利益水準の高いプロジェクト等の収益計上が、あ

る特定の時期に偏重する場合があります。将来、不測の事態による工事遅延等が発生し、物件の引渡時期が期末を

越えた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  



 当社グループは、純粋持株会社である株式会社THEグローバル社の傘下に、連結子会社4社、持分法適用会社2社、

当社を含め計7社から構成されております。本持株会社制は、各事業毎の採算性の明確化、効率性・収益性・機動性

の向上、人材育成などを目的として、平成22年7月に、株式会社グローバル住販をその前身となる主体会社として株

式移転により、申請会社を設立することによって導入されたものです。申請会社は、純粋持株会社として、グループ

各社に対する投融資を含むグループ全般に関わる経営戦略及び管理統括を担っております。また、グループ各社は、

事業子会社として、首都圏を基盤に、マンションや戸建住宅の分譲を中心とした多角的に不動産事業を展開してお

り、その事業セグメント及び各社の分担は次の通りとなっております。 

(1）不動産分譲事業 

 不動産分譲事業は、当社グループの中核事業であり、マンション分譲と戸建分譲から構成されております。マン

ション分譲においては、主に首都圏において自社ブランド「ウィルローズ」シリーズを中心とした新築マンション

の企画・開発・分譲を行っております。企画を担う株式会社グローバル住販は販売代理で培ってきた商品企画力、

マーケティング力を生かした、コンサルティングを行い、開発を担う株式会社グローバル・エルシードは用地仕入

の実施、外注先を利用しての設計監理や建設工事を行い、エンドユーザーに分譲しております。マンションの企

画・設計にあたっては、各物件のエリアや交通・立地条件等の特性を考慮して、シングル又はDINKS向けの１LDKを

中心としたコンパクトマンションの開発から３LDK・４LDKタイプ中心のファミリータイプマンションの開発まで、

ロット割り構成・設備・デザイン性の商品企画に独自性を持たせております。 

 この他、戸建分譲は、株式会社グローバル・キャストが担っており、平成22年６月期より販売開始しており、事

業拡大を図っております。また、株式会社グローバル・エルシードも、マンション開発過程で情報を得た物件に戸

建住宅を建設し、販売する場合があります。この場合、株式会社グローバル・キャストが、建築工事を請け負って

おります。 

  

(2）不動産販売代理事業 

 当社グループ開発物件（以下「自社開発物件」という）の販売業務に加え、他社ディベロッパーの開発物件（以

下「他社開発物件」という）の販売代理を行っておりますのが、不動産販売代理事業であります。自社開発物件の

みならず他社開発物件においても、プロジェクト用地の仕入段階から事業に参画し、商品企画の提案を行い、販売

業務については販売企画の提案、モデルルームの運営管理、接客販売業務、契約業務、エンドユーザーへの引渡業

務までを行っております。 

  

(3）不動産ソリューション事業 

 不動産ソリューション事業は、分譲マンション、分譲住宅以外の収益用不動産を開発又はリノベーションを行

い、一般投資家、私募ファンド、J－REIT等へ一括売却する事業であります。事業用地を仕入れ、賃貸マンション

やオフィス・商業ビル等、当社グループがその土地に も合うと考える収益物件を開発または取得し、外観デザイ

ンや設備等のリノベーションを行い、収益性の高い物件として再生させることにより不動産のバリューアップを図

っております。 

  

(4）その他事業 

 その他事業においては、株式会社グローバル・ハートが分譲マンションの管理業務等を行っており、平成18年８

月の「ウィルローズ瑞江」の管理業務開始を皮切りに、当社グループで分譲したマンションだけでなく他社で分譲

したマンション等の管理業務を受託し、事業拡大を図っております。 

  

２．企業集団の状況



  

 これらの事業の系統図は次の通りとなります。 

  

 
  

   



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、経営基本方針として「不動産価値創造企業として、変化する時代のスピードに対応し、一歩先

のニーズを見据えます。既成概念に囚われず、新しい発想による価値を創造し、お客様の夢を叶えます。」を掲

げ、他にはない価値、他にはないサービスを創造するオンリーワン企業を目指しております。 

 新築マンションや戸建といった住まいに関わる社会的に必要とされる事業を展開します。お客さまに感動を与え

る付加価値の高い商品とサービスを提供することで社会に貢献し、利益を継続的に獲得することで、企業価値の

大化を目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業基盤及び経営基盤の効率化により、売上高経常利益率10％を目指し、中期的には経常利益

及び純利益において毎期30％以上の成長及び、財務的安定を実現する経営指標として、自己資本比率30％を目指し

て安定した高収益体質を構築してまいります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループの属する不動産業界におきましては、世界経済の悪化により不動産業者の淘汰がなされ、これによ

って生じた供給戸数の減少による需給のアンバランスは、主として不動産分譲事業を手掛ける当社グループにとっ

てビジネスチャンスであると考えております。 

しかしながら、景気が回復するにつれて金融機関の融資が積極化し、競合他社による供給戸数が増加した場合、

競争が激化することが予想されます。 

このような状況下において、当社グループは事業の２本柱であるマンション分譲と戸建分譲による安定した利益

体質を維持し、且つ、様々なお客様ニーズに対応するため、次の課題に取組んでまいります。 

  

① 独自性のある商品の企画開発 

 マンション分譲につきましては、オリジナルキッチン等の独自性ある商品開発により、さらなる事業規模の拡

大を図ってまいります。 

② エリア戦略 

 戸建分譲におきましては、今後営業拠点の開設により事業エリアを拡大することで、事業規模の拡大を図って

まいります。 

③ 効率的な資源配分、財務内容の強化 

 当社グループを取り巻く経営環境の変化を考慮し、中長期的な観点を加味しつつも、常に機動的で柔軟なグル

ープ運営体制の構築、財務的な強化に結び付くような効率的経営資源配分を行ってまいります。  

④ 新規事業の展開 

 中長期的なグループ成長戦略の観点から、複数の新規事業候補の検討、絞り込みを重ねており、早期の事業化

を目指しております。    

     

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,576,371

売掛金 58,581

未成工事支出金 19,325

販売用不動産 1,153,929

仕掛販売用不動産 8,858,428

前払費用 712,859

繰延税金資産 66,828

その他 230,969

流動資産合計 12,677,293

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 713,446

減価償却累計額 △38,507

建物及び構築物（純額） 674,938

その他 70,954

減価償却累計額 △50,439

その他（純額） 20,514

土地 760,324

建設仮勘定 28,938

有形固定資産合計 1,484,715

無形固定資産 9,859

投資その他の資産  

投資有価証券 20,126

その他 237,045

投資その他の資産合計 257,172

固定資産合計 1,751,747

資産合計 14,429,041



（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 651,232

短期借入金 1,807,525

1年内返済予定の長期借入金 2,124,552

1年内償還予定の社債 390,000

未払金 219,384

未払法人税等 656,537

未払消費税等 25,691

前受金 529,757

賞与引当金 9,229

その他 91,355

流動負債合計 6,505,265

固定負債  

長期借入金 4,931,756

その他 21,223

固定負債合計 4,952,979

負債合計 11,458,245

純資産の部  

株主資本  

資本金 288,797

資本剰余金 1,297,910

利益剰余金 1,353,348

株主資本合計 2,940,056

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 293

為替換算調整勘定 △9,217

その他の包括利益累計額合計 △8,923

新株予約権 39,663

純資産合計 2,970,796

負債純資産合計 14,429,041



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 15,972,962

売上原価 12,082,065

売上総利益 3,890,896

販売費及び一般管理費 2,223,731

営業利益 1,667,165

営業外収益  

受取利息 547

固定資産税等精算差額 16,631

その他 20,358

営業外収益合計 37,538

営業外費用  

支払利息 262,566

持分法による投資損失 875

支払手数料 38,609

その他 23,951

営業外費用合計 326,003

経常利益 1,378,700

特別損失  

固定資産除売却損 5,996

特別損失合計 5,996

税金等調整前当期純利益 1,372,703

法人税、住民税及び事業税 663,473

法人税等調整額 △50,766

法人税等合計 612,706

少数株主損益調整前当期純利益 759,996

当期純利益 759,996



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 759,996

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 253

為替換算調整勘定 △3,719

その他の包括利益合計 △3,465

包括利益 756,530

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 756,530

少数株主に係る包括利益 －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 463,810

当期変動額  

株式移転による増加 △175,013

当期変動額合計 △175,013

当期末残高 288,797

資本剰余金  

前期末残高 350,610

当期変動額  

株式移転による増加 947,299

当期変動額合計 947,299

当期末残高 1,297,910

利益剰余金  

前期末残高 1,412,801

当期変動額  

株式移転による増加 △772,286

剰余金の配当 △47,163

当期純利益 759,996

当期変動額合計 △59,453

当期末残高 1,353,348

株主資本合計  

前期末残高 2,227,223

当期変動額  

剰余金の配当 △47,163

当期純利益 759,996

当期変動額合計 712,833

当期末残高 2,940,056

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 40

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 253

当期変動額合計 253

当期末残高 293

為替換算調整勘定  

前期末残高 △5,498

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,719

当期変動額合計 △3,719

当期末残高 △9,217



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

その他の包括利益累計額合計  

前期末残高 △5,457

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,465

当期変動額合計 △3,465

当期末残高 △8,923

新株予約権  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39,663

当期変動額合計 39,663

当期末残高 39,663

純資産合計  

前期末残高 2,221,765

当期変動額  

剰余金の配当 △47,163

当期純利益 759,996

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,197

当期変動額合計 749,030

当期末残高 2,970,796



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 1,372,703

減価償却費 47,834

株式報酬費用 37,980

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,612

受取利息及び受取配当金 △650

支払利息 262,566

持分法による投資損益（△は益） 875

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,996

売上債権の増減額（△は増加） △57,334

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,849,041

前払費用の増減額（△は増加） △336,539

長期前払費用の増減額（△は増加） 7,839

仕入債務の増減額（△は減少） 360,545

未払金の増減額（△は減少） 116,389

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,336

前受金の増減額（△は減少） △35,857

預り金の増減額（△は減少） 56,304

その他 △117,539

小計 △3,169,649

利息及び配当金の受取額 650

利息の支払額 △267,306

法人税等の支払額 △87,032

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,523,337

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 21,000

定期預金の預入による支出 △49,437

有形固定資産の取得による支出 △120,499

有形固定資産の売却による収入 100,466

無形固定資産の取得による支出 △1,270

差入保証金の差入による支出 △81,362

保険積立金の積立による支出 △3,528

その他 △859

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,492



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

担保差入定期預金の回収による収入 130,000

担保差入定期預金の預入による支出 △100,000

短期借入れによる収入 3,467,900

短期借入金の返済による支出 △2,229,375

長期借入れによる収入 4,900,350

長期借入金の返済による支出 △3,137,271

社債の償還による支出 △52,000

新株予約権の発行による収入 1,682

配当金の支払額 △47,163

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,934,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △724,787

現金及び現金同等物の期首残高 2,128,321

現金及び現金同等物の期末残高 1,403,533



該当事項はありません。  

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記



(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項   子会社は、株式会社グローバル住販、

株式会社グローバル・エルシード、株式

会社グローバル・キャスト、株式会社グ

ローバル・ハートの４社であり、すべて

の子会社を連結対象としております。 

なお、アドニス有限責任中間法人は当

連結会計年度において清算したため、連

結の範囲から除外しておりますが、清算

結了までの期間の損益及びキャッシュ・

フローは、連結損益計算書、連結包括利

益計算書及び連結キャッシュ・フロー計

算書に含めております。 

  

２．持分法の適用に関する事項  関連会社は、株式会社アスコット・ア

セット・コンサルティング、205 West 

147th Street,LLCの２社であり、全ての

関連会社を持分法適用対象としておりま

す。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  

  

① 有価証券 

イ．その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）によっております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

  ② たな卸資産 

イ．仕掛販売用不動産・販売用不動

産 

個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）によっ

ております。 

  



項目 
当連結会計年度 

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

  ロ．未成工事支出金 

個別法による原価法によっており

ます。  

ハ．貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。 

   

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  

 ① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

  定率法によっております。 

  ただし、建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

建物及び構築物   10～47年 

車両運搬具     ４～６年 

その他       ４～20年 

  ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内の利用可能期間（５

年）に基づいております。  

  ③ リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産  

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

   なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年６月30

日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によってお

ります。  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

  

創立費 

 設立時に全額費用として処理して

おります。 

  



項目 
当連結会計年度 

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

(4）重要な引当金の計上基準 

  

① 貸倒引当金 

 売上債権その他これに準ずる債権

の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。 

  ② 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、賞与支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

  

(5）重要な収益及び費用の計上基準 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上

基準 

イ．当連結会計年度末までの進捗部分

についての成果の確実性が認めら

れる工事（工期がごく短期間のも

のを除く。） 

工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法） 

ロ．その他の工事 

工事完成基準  

  

(6）連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

  

  手許現金、随時引出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

  

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

  

消費税等の会計処理  

税抜方式によっており、控除対象

外消費税等は当連結会計年度の費用

として処理しております。 

ただし、免税事業者に該当する連

結子会社については税込処理によっ

ております。  

なお、固定資産に係る控除対象外

消費税等は、長期前払費用に計上

し、５年間で均等償却しておりま

す。  

  



  

  

  

  

 当連結会計年度が当社の第１期であるため、記載すべき事項はありません。 

  

(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度 
（平成23年６月30日） 

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の通り

であります。 

担保資産 

現金及び預金 

販売用不動産 

仕掛販売用不動産  

建物及び構築物 

土地 

100,000

259,756

7,538,545

587,550

760,324

千円

千円

千円

千円

千円

計 9,246,177千円

担保付負債 

短期借入金 1,807,525千円

１年内返済予定の長期借入金 1,925,200千円

長期借入金 4,672,660千円

計 8,805,385千円

 ※２ 関連会社に対するものは次の通りであります。 

投資有価証券 17,072千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日） 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額は次の通りであります。 

売上原価 69,684千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

役員報酬 345,725千円

給与手当 279,802千円

プロジェクト販売費 858,367千円

賞与引当金繰入額 6,347千円

（連結包括利益計算書関係）



当連結会計年度（自平成22年７月１日 至平成23年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加9,432,600株は、平成23年２月１日の株主名簿に記載された株主に対し、

所有株式数１株につき４株の割合をもって株式分割いたしました。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．第４回、第５回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．第５回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の消却によるもの４個であります。 

３．なお、自己新株予約権に該当するものはありません。  

  

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式                      

普通株式 （注） 3,144,200 9,432,600  －  12,576,800

合計 3,144,200 9,432,600  －  12,576,800

自己株式                      

普通株式 － －  －  －

合計 － －  －  －

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（個）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

(親会社) 
 第４回新株予約権(注)１  普通株式  －  1,263  －  1,263  1,682

 提出会社 

(親会社) 
 第５回新株予約権(注)１，２  普通株式  －  1,252  4  1,248  37,980

 合計  －  －  2,515  4  2,511  39,663

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成23年９月28日 

定時株主総会 
普通株式  62,884 利益剰余金  5 平成23年６月30日 平成23年９月29日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸

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６月30日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 1,576,371

満期までの期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△72,827

担保差入預金 △100,000

現金及び現金同等物 1,403,543



当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

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、当社グループ構成単位のうち分離独立し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す。 

純粋持株会社である当社は、主として事業の内容ごとに事業子会社を置き、各事業子会社は、各事業毎にプロ

ジェクトやサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、主として各事業会社を基礎とした事業別セグメントから構成されており、「不動産分譲

事業」、「不動産販売代理事業」、「不動産ソリューション事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「不動産分譲事業」においては、用地を取得開発し、マンションや戸建住宅として、一般消費者に分譲販売し

ております。 

「不動産販売代理事業」においては、当社グループ又はグループ外の不動産会社が開発したマンションや戸建

住宅の一般消費者向け分譲販売代理及び、各種不動産物件を仲介しております。 

「不動産ソリューション事業」においては、不動産投資家向けに開発又は取得した物件をバリューアップした

上で一括売却しております。 

  

２. 報告セグメンごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事 

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

（単位：千円）

（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、建物管理事業及び不動産賃貸

事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△643,742千円には、未実現利益の調整額等△2,263千円並びに各報告セグメント

及び「その他」の区分に配分していない全社収益・全社費用の純額646,005千円が含まれております。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

４．事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産については記載しておりません。 

  

（セグメント情報等）

a．セグメント情報

  

報告セグメント 
その他

（注）１
合計 

調整額
（注）２ 

連結財務
諸表計上

額 
（注）３ 

不動産分譲
事業 

不動産販
売代理事

業 

不動産ソリ
ューション

事業 
計 

売上高            

外部顧客への売

上高 
15,559,823  129,160 69,977 15,758,962 214,000  15,972,962  － 15,972,962

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－  712,174 － 712,174 －  712,174  712,174 －

計 15,559,823  841,334 69,977 16,471,136 214,000  16,685,136  712,174 15,972,962

セグメント利益 1,917,326  358,334 △42,341 2,233,318 77,589  2,310,908  643,742 1,667,165



当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

１. 製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２. 地域ごとの情報 

（１）売上高 

   海外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

   海外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

  

３. 主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客のうち、特定の顧客への売上高が連結財務諸表の売上高の10％に満たないため、記載を省略してお

ります。 

  

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日）  

該当事項はありません。 

  

  

当連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

   

  

b．関連情報

c．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

d．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

e．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



  

（注）1 １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

（注）2 １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りで

あります。 

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

  

  

  

（１株当たり情報）

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 

至 平成23年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭233 6

１株当たり当期純利益金額 円 銭60 43

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭58 59

  
 当連結会計年度末 

（平成23年６月30日）  

純資産の部の合計額（千円）   2,970,796

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)   39,663

(うち新株予約権)   39,663

普通株式に係る期末純資産額(千円)    2,931,133

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数(株)  
  12,576,800

  
当連結会計年度 

（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額      

当期純利益（千円）  759,996

普通株主に帰属しない金額（千円）  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  759,996

普通株式の期中平均株式数（株）  12,576,800

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円）  －

普通株式増加数（株）  394,568

（うち新株予約権）  (394,568)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

－ 

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

決算短信発表日（平成23年８月５日)現在未定でありますので、開示内容が決まり次第開示いたします。  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

  

５．その他
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