
連結貸借対照表(2019年11月30日現在) （単位：百万円）

科　目 金　額

資産の部

流動資産 122,428
　　現金及び預金 44,918

　　売掛金 814

　　販売用不動産 28,637

　　仕掛販売用不動産 46,339

　　商品 1

　　貯蔵品 10

　　その他 1,708

　　貸倒引当金 △1

固定資産 96,374
　有形固定資産 78,420
　　建物及び構築物 25,696

　　信託建物 7,623

　　土地 38,721

　　信託土地 5,571

　　その他 807

　無形固定資産 172
　　のれん 11

　　その他 161

　投資その他の資産 17,781
　　投資有価証券 13,224

　　繰延税金資産 291

　　その他 4,318

　　貸倒引当金 △53

資産合計 218,803

科　目 金　額

負債の部

流動負債 22,581
　　買掛金 477
　　短期借入金 2,315
　　１年内返済予定の長期借入金 16,387
　　未払法人税等 1,237
　　その他 2,163
固定負債 124,593
　　新株予約権付社債 10,000
　　長期借入金 112,224
　　退職給付に係る負債 183
　　預り敷金保証金 1,399
　　建設協力金 483
　　その他 303

負債合計 147,175

純資産の部

株主資本 70,455
　資本金 16,184
　資本剰余金 17,938
　利益剰余金 36,335
　自己株式 △3
その他の包括利益累計額 571
　その他有価証券評価差額金 634
　為替換算調整勘定 △62
非支配株主持分 600

純資産合計 71,627

負債・純資産合計 218,803

（連結計算書類）



連結損益計算書(2018年12月１日から2019年11月30日まで) （単位：百万円）

科　目 金　額
売上高 85,552
売上原価 60,793
　　売上総利益 24,759
販売費及び一般管理費 9,363
　　営業利益 15,395
営業外収益 56
　　受取利息 1
　　受取配当金 13
　　保険解約返戻金 21
　　その他 19
営業外費用 2,258
　　支払利息 1,445
　　支払手数料 704
　　その他 108
　　経常利益 13,193
特別利益 1,702
　　固定資産売却益 1,702
特別損失 654
　　固定資産除却損 13
　　減損損失 34
　　過年度消費税等 601
　　その他 4
　　税金等調整前当期純利益 14,241
　　法人税、住民税及び事業税 4,237
　　法人税等調整額 179
　　当期純利益 9,824
　　非支配株主に帰属する当期純利益 83
　　親会社株主に帰属する当期純利益 9,740



連結株主資本等変動計算書(2018年12月１日から2019年11月30日まで) （単位：百万円）

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2018年12月1日残高 15,935 16,242 30,556 △1,330 61,404
連結会計年度中の変動額
　新株の発行 248 248 － － 497
　剰余金の配当 － － △3,960 － △3,960
　親会社株主に帰属する当期純利益 － － 9,740 － 9,740
　自己株式の取得 － － － △4 △4
　自己株式の処分 － 1,447 － 1,331 2,779
　連結子会社の増加に伴う増減 － － △1 － △1
　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 248 1,696 5,779 1,327 9,051
2019年11月30日残高 16,184 17,938 36,335 △3 70,455

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券評価
差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

2018年12月1日残高 129 － 129 390 514 62,438
連結会計年度中の変動額
　新株の発行 － － － － － 497
　剰余金の配当 － － － － － △3,960
　親会社株主に帰属する当期純利益 － － － － － 9,740
　自己株式の取得 － － － － － △4
　自己株式の処分 － － － － － 2,779
　連結子会社の増加に伴う増減 － － － － － △1
　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額) 505 △62 442 △390 85 137

連結会計年度中の変動額合計 505 △62 442 △390 85 9,189
2019年11月30日残高 634 △62 571 － 600 71,627



連結キャッシュ・フロー計算書(2018年12月１日から2019年11月30日まで) （単位：百万円）

（ご参考）

科　目 金　額
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 △60
定期預金の払戻による収入 73
有形固定資産の取得による支出 △50,675
有形固定資産の売却による収入 6,188
無形固定資産の取得による支出 △79
無形固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の取得による支出 △8,800
投資有価証券の償還による収入 104
出資金の払込による支出 △0
出資金の回収による収入 0
建設協力金の支払による支出 △55
その他 △34
　投資活動によるキャッシュ・フロー △53,337
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 25,622
　短期借入金の返済による支出 △25,278
　長期借入れによる収入 94,241
　長期借入金の返済による支出 △53,832
　新株予約権付社債の発行による収入 10,000
　株式の発行による収入 1
　自己株式の処分による収入 2,779
　自己株式の取得による支出 △4
　配当金の支払額 △3,957
　その他 △888
　財務活動によるキャッシュ・フロー 48,683
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230
現金及び現金同等物の期首残高 44,080
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 251
現金及び現金同等物の期末残高 44,102

科　目 金　額

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 14,241

　減価償却費 1,208

　減損損失 34

　のれん償却額 6

　過年度消費税等 601

　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 27

　受取利息及び受取配当金 △14

　支払利息 1,445

　支払手数料 704

　為替差損益（△は益) 0

　有形固定資産売却損益（△は益） △1,702

　売上債権の増減額（△は増加） 126

　たな卸資産の増減額（△は増加） △197

　仕入債務の増減額（△は減少） △117

　未払消費税等の増減額（△は減少） △1,563

　預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 363

　その他 △1,765

　小計 13,399

　利息及び配当金の受取額 14

　利息の支払額 △1,417

　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,572

　営業活動によるキャッシュ・フロー 4,425



貸借対照表(2019年11月30日現在) （単位：百万円）

科　目 金　額

資産の部
流動資産 117,182
　　現金及び預金 40,566
　　未収賃貸料 106
　　販売用不動産 28,638
　　仕掛販売用不動産 46,341
　　貯蔵品 1
　　前渡金 578
　　前払費用 244
　　その他 706
　　貸倒引当金 △1
固定資産 94,872
　有形固定資産 71,373
　　建物 24,580
　　信託建物 7,623
　　構築物 28
　　車両運搬具 31
　　工具器具備品 205
　　土地 33,592
　　信託土地 4,783
　　建設仮勘定 526
　無形固定資産 120
　　ソフトウエア 119
　　その他 1
　投資その他の資産 23,379
　　投資有価証券 11,603
　　関係会社株式 3,003
　　その他の関係会社有価証券 2,001
　　出資金 534
　　関係会社出資金 16
　　関係会社長期貸付金 1,772
　　破産更生債権等 53
　　長期前払費用 2,875
　　繰延税金資産 267
　　その他 1,303
　　貸倒引当金 △53

資産合計 212,055

科　目 金　額

負債の部
流動負債 22,183
　　買掛金 330
　　短期借入金 1,315
　　１年内返済予定の長期借入金 16,245
　　未払金 352
　　未払費用 724
　　未払法人税等 1,163
　　前受金 133
　　前受賃貸料 212
　　預り金 43
　　その他 1,662
固定負債 120,886
　　新株予約権付社債 10,000
　　長期借入金 109,278
　　長期未払金 78
　　退職給付引当金 151
　　預り敷金保証金 1,167
　　その他 210
負債合計 143,069

純資産の部
株主資本 68,351
　資本金 16,184
　資本剰余金 17,775
　　資本準備金 16,084
　　その他資本剰余金 1,690
　利益剰余金 34,394
　　利益準備金 21
　　その他利益剰余金 34,373
　　　別途積立金 2,644
　　　繰越利益剰余金 31,729
　自己株式 △3
評価・換算差額等 634
　その他有価証券評価差額金 634
純資産合計 68,985

負債・純資産合計 212,055

（計算書類）



損益計算書(2018年12月１日から2019年11月30日まで) （単位：百万円）

科　目 金　額

売上高 80,635

売上原価 59,329

　　売上総利益 21,305

販売費及び一般管理費 6,506

　　営業利益 14,799

営業外収益 2,044

　　受取利息及び配当金 2,013

　　保険解約返戻金 21

　　その他 8

営業外費用 2,207

　　支払利息 1,394

　　支払手数料 704

　　貸倒引当金繰入額 0

　　その他 108

　　経常利益 14,635

特別利益 1,664

　　固定資産売却益 1,664

特別損失 610

　　過年度消費税等 601

　　固定資産除却損 3

　　その他 4

　　税引前当期純利益 15,690

　　法人税、住民税及び事業税 4,042

　　法人税等調整額 212

　　当期純利益 11,435



株主資本等変動計算書(2018年12月１日から2019年11月30日まで) （単位：百万円）

株　主　資　本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2018年12月1日残高 15,935 15,836 243 16,079 21 2,644 24,255 26,920 △1,330 57,604
事業年度中の変動額
　新株の発行 248 248 － 248 － － － － － 497
　剰余金の配当 － － － － － － △3,960 △3,960 － △3,960
　当期純利益 － － － － － － 11,435 11,435 － 11,435
　自己株式の取得 － － － － － － － － △4 △4
　自己株式の処分 － － 1,447 1,447 － － － － 1,331 2,779
　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額) － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 248 248 1,447 1,696 － － 7,474 7,474 1,327 10,746
2019年11月30日残高 16,184 16,084 1,690 17,775 21 2,644 31,729 34,394 △3 68,351

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2018年12月1日残高 129 129 390 58,123
事業年度中の変動額
　新株の発行 － － － 497
　剰余金の配当 － － － △3,960
　当期純利益 － － － 11,435
　自己株式の取得 － － － △4
　自己株式の処分 － － － 2,779
　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額) 505 505 △390 115

事業年度中の変動額合計 505 505 △390 10,862
2019年11月30日残高 634 634 － 68,985


	FS 1
	FS 2
	FS 3
	FS 4
	FS 5
	FS 6
	FS 7



