
  

 

 

平成24年11月21日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社  エ ス ト ラ ス ト 

代 表 者 代表取締役社長 笹原 友也 

（コード番号：3280 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理部長 藤田 尚久 

（TEL．083-229-1456） 

 

東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成24年11月21日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。今後とも、なお一

層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、当社の当期の業績予想は下記のとおりであり、また、最近の決算情報等につきまして別紙のとおり

であります。 

 

【連 結】    

                                            （単位：百万円、％） 
  

平成25年２月期 

 

 

平成24年２月期 

 

平成25年２月期 

第２四半期累計期間 

（予想） 構成比 前年比 （実績） 構成比 （実績） 構成比 

売    上    高 8,150 100.0 117.3 6,948 100.0 5,147 100.0 

営  業  利  益 623 7.6 106.0 588    8.5 591  11.5 

経  常  利  益 628 7.7 120.5 521    7.5 569  11.1 

当期（四半期）純利益 364 4.5 130.0 280    4.0 312   6.1 

１ 株当たり 

当期（四半期）純利益 
258円32銭 

208,616円74銭 

(208円61銭) 
232円51銭 

（注）1. 平成24年２月期（実績）及び平成25年２月期第２四半期累計期間（実績）の１株当たり当期（四

半期）純利益は、期中平均株式数により算出しております。 

   2. 平成25年２月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（250,000株）を含めた予

定期中平均発行株式数により算出しております。なお当該株式数には、オーバーアロットメント

による売出に関連する第三者割当増資分（最大50,000株）は含まれておりません。 

   3. 当社は平成24年８月31日付で株式１株につき1,000株の株式分割を行っております。そこで当該

株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の数値は( )内に記載し

ております。 

以上 

 
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表分であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり

ません。投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事

項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 
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上 場 会 社 名 株式会社 エストラスト 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号  3280 URL http://www.strust.co.jp 
代 表 者 （役職名） 代表取締役社長     （氏名） 笹原 友也 
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長     （氏名） 藤田 尚久  (TEL)083(229)1456  
四半期報告書提出予定日  平成－年－月－日 配当支払開始予定日   平成－年－月－日 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有・○無   
四半期決算説明会開催の有無    ： 有・○無  
 (百万円未満切捨て) 

１．平成25年２月期第２四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年８月31日） 

（１）連結経営成績(累計)  
(％表示は、対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年２月期第２四半期 5,147 － 591 － 569 － 312 － 

24年２月期第２四半期 － － － － － － － － 
 
(注) 包括利益 25年２月期第２四半期 312百万円( －％)   年 月期第２四半期 －百万円( －％) 

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

25年２月期第２四半期 232 51 －  

24年２月期第２四半期 －  －  

（注）１.当社は、平成24年２月期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年２月期第２四半

期の数値及び平成25年２月期第２四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

２.当社は、平成24年８月31日付けで普通株式１株につき普通株式1,000株の割合で株式分割を行っております。

当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しておりま

す。  

（２）連結財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年２月期第２四半期 7,272 977 13.9 

24年２月期 6,597 665 10.1 

 (参考) 自己資本25年２月期第２四半期 977 百万円  24年２月期 665 百万円 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 

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 

24年２月期 ―  0.00  ―  0.00  0.00  

25年２月期 ―  0.00        

25年２月期(予想)     ―  0.00  0.00  

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有・○無  

 

３．平成25年2月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日) 
(％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 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 8,150 17.3 623 6.0 628 20.5 364 30.1 258 32 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有・○無  

 



  

平成25年２月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募予定株式数（250,000株）を含めた予定期中平均発行

株式数により算出しております。なお当該株式数には、オーバーアロットメントによる売出に関連する第三者

割当増資分（最大50,000株）は含まれておりません。 

 

４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  ： 有・○無  

   (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

   新規   社 (            )、除外    社（             ) 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ： 有・○無  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更      ： ○有 ・無 

  ② ①以外の会計方針の変更             ： 有・○無  

  ③ 会計上の見積りの変更              ： 有・○無  

  ④ 修正再表示                   ： 有・○無  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  25年２月期２Ｑ 1,344,000株  24年２月期 1,344,000株 

  ② 期末自己株式数  25年２月期２Ｑ ―株  24年２月期 ―株 

  ③ 期中平均株式数（四半期累計)  25年２月期２Ｑ 1,344,000株  24年２月期２Ｑ ―株 

（注）当社は、平成24年８月31日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っております。前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 

※ 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。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による影響が残る中、復興需要

等を背景に、生産、企業収益等に持ち直しの動きが見られ、個人消費も緩やかな増加に転じるなど、

景気回復の動きが現れているものの、欧州における債務危機を巡る海外景気の減速感の広がりや、

電力供給の制約、デフレの影響等により景気が下押しされるリスクも存在しており、国内において

は、今後、各種の増税政策や保険料負担の増加等の動向により、消費の先行きの不透明感が残る状

況にあります。  

当社グループが主体とする不動産業界においては、東日本大震災の影響がありながらも、住宅エ

コポイント制度や低金利政策等の各種の住宅取得促進政策を背景に、新設住宅着工戸数が持ち直し、

また地価下落傾向の底打ち感が現れておりますが、その一方で供給過剰感が出始めており、在庫リ

スクが強まってきております。 

当社の主力事業である不動産分譲事業においては、早期販売による販売活動を実施した結果、販

売活動に係る費用を圧縮することとなり、収益に寄与することができました。また、利益の見込め

る用地を選別して取得することに努め、山口県、九州主要都市を中心に高品質で環境に配慮した新

築分譲マンションを供給してまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,147百万円、営業利益は591百万円、経常利益

は569百万円、四半期純利益は312百万円を計上することとなりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて675百万円増加し、7,272

百万円となりました。このうち流動資産は、前連結会計年度末に比べて652百万円増加して5,994百

万円となり、固定資産は、前連結会計年度末に比べて22百万円増加して1,277百万円となりました。

流動資産の主な増加の原因は、現金及び預金が887百万円であり、主な減少の原因は、販売用不動産

が240百万円、その他流動資産が52百万円であります。固定資産の主な増加の原因は、土地が17百万

円、投資その他資産が16百万円であります。 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて362百万円増加し、6,294

百万円となりました。このうち流動負債は、前連結会計年度末に比べて88百万円増加して3,681百万

円となり、固定負債は、前連結会計年度末に比べて274百万円増加して2,612百万円となりました。

流動負債の主な増加の原因は、支払手形及び買掛金が645百万円、短期借入金が255百万円であり、

主な減少の原因は、前受金が954百万円であります。また、固定負債の主な増加の原因は、長期借入

金が270百万円であります。 

 

 



 ㈱エストラスト （3280） 平成25年２月期 第２四半期決算短信 

- 2 - 
 

 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて312百万円増加し、977

百万円となりました。これは、当期純利益の計上により利益剰余金が312百万円増加によるものであ

ります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により386百万円増加、投資

活動により24百万円減少、財務活動により526百万円増加しており、この結果、前連結会計年度と比

べ887百万円増加し、2,260百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な原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２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、386百万円増加（前連

結会計年度は412百万円の減少）となりました。主な収入として、税金等調整前四半期純利益が569

百万円、たな卸資産が181百万円減少、仕入債務が645百万円増加、主な支出として、前受金が954百

万円減少、法人税等の支払額が196百万円あったこと等によります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、24百万円減少(前連結

会計年度は855百万円の減少)となりました。主な支出として、有形固定資産の取得による支出が20

百万円あったこと等によります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、526百万円増加（前連

結会計年度は970百万円の増加）となりました。主な収入として、不動産分譲事業の用地取得等に伴

う長期借入れによる収入が2,205百万円あり、主な支出として、長期借入金の返済による支出が

1,732百万円あったこと等によります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績は、概ね想定どおりに推移していることから、通期業績

予想に変更はありません。 

 

 

（４） 中長期的な会社の経営戦略 

当社の主要な供給圏である山口・九州エリアにおいては、首都圏などのように投資案件での物件

供給が少なく、景気動向に左右されることは、限定されております。また、新築分譲マンションの

購入ニーズは、消費者のライフサイクルによるものが大きいため、当該エリア周辺の潜在的な需要

（実需）は比較的高く推移しております。 

さらに、近年は、競合他社によるマンション供給が著しく減少傾向にあり、当社にとっては当エ

リアにおけるマーケットシェアの拡大、ブランド戦略の推進を図りやすい環境にあります。このよ

うな状況の中、当社は、引き続き不動産分譲事業を経営の柱に据え、以下の経営戦略に重点を置い

て、経営資源を投入し、事業拡大を目指してまいります。 

 

①商品企画力の強化とブランド戦略の推進 

環境配慮型マンションとして、既存の太陽光発電・LED照明・節水設備・省エネ家電・ECOマネジ

メントシステム等の標準化に加え、戸別太陽光発電、蓄電池、蓄熱など引続きエコを視点とした取

組みを検討・強化し、更なるエコ化の推進と差別化を図ってまいります。 

 

②主要供給圏における優位性の発揮 

完成在庫を抱えていない財務面での優位性を生かして、主要供給圏における魅力的で割安な用地

に関しては積極的な仕入れを行い、マーケットシェアの拡大とさらなる利益率の向上に努めてまい

ります。また、福岡市のような今後も人口の集積が予想される有望なマーケットへ積極的に進出し

てまいります。 

 

③新規事業の展開と事業領域の拡大 

消費者ニーズの多様化に備え、新たな商品ラインナップの構築を図るため、戸建分譲事業への参

入を予定しております。用地情報の効率的活用と資金の短期回転を活かし、主力事業である不動産

分譲事業の補完を目指してまいります。 

 

④グループ戦略と収益基盤の強化 

主力事業である不動産分譲事業はフロービジネスであることから、賃貸、管理業等の安定した収

益が見込めるストックビジネスを強化することが、経営の安定化に資すると考えております。なお、

不動産管理事業は株式会社トラストコミュニティにおいて、当社の供給するオーヴィジョンマンシ

ョンの管理を行っており、当社の供給戸数の増加とともに今後とも安定的に管理戸数の増加が見込

まれます。 

また、賃貸事業については、物件を厳選した上で取得している為、物件数は多くありませんが、
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引き続き、十分な収益性が見込めることを前提に、財務面にも配慮しながら個別案件ベースで厳選

して取得してまいります。 

 

 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用) 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

当第２四半期連結累計期間において株式分割を行いましたが、期首に当該株式分割が行われたと

仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,415 2,260,346    

受取手形及び売掛金 8,765 7,368      

販売用不動産 499,962 259,663      

仕掛販売用不動産 3,276,977 3,336,028   

その他 183,875 131,295 

貸倒引当金 △184 △103 

流動資産合計 5,341,811 5,994,599 

 固定資産   

有形固定資産   

土地 681,602 699,362 

その他 446,453 434,951 

     有形固定資産合計 1,128,055 1,134,314 

  無形固定資産 1,443 1,209 

  投資その他の資産 125,940 142,443 

   固定資産合計 1,255,439 1,277,966 

 資産合計 6,597,251 7,272,565 
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(単位：千円) 

 
前連結会計年度 

 (平成24年２月29日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成24年８月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 40,608 685,731 

  短期借入金 1,774,100 2,029,436 

  未払法人税等 199,410 280,109 

  前受金 1,490,472 536,172 

   賞与引当金 4,639 5,099 

  その他 84,139 145,078 

   流動負債合計 3,593,370 3,681,627 

 固定負債   

  長期借入金 2,206,948 2,477,918 

   退職給付引当金 12,253 12,253 

  その他 119,183 122,772 

   固定負債合計 2,338,384 2,612,943 

 負債合計 5,931,755 6,294,571 

純資産の部   

 株主資本   

   資本金 129,950 129,950 

    利益剰余金 535,546 848,044 

   株主資本合計 665,496 977,994 

 純資産合計 665,496 977,994 

負債純資産合計 6,597,251 7,272,565 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 

四半期連結損益計算書 

 
(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
至 平成24年８月31日) 

 売上高 5,147,714 

 売上原価 4,005,684 

 売上総利益 1,142,030 

 販売費及び一般管理費 ※    551,014 

 営業利益 591,015 

 営業外収益  

  受取利息 172 

  業務受託料 11,254 

  受取賃貸料 23,544 

  その他 4,224 

  営業外収益合計 39,196 

 営業外費用  

  支払利息 52,776 

  その他 7,577 

  営業外費用合計 60,353 

 経常利益 569,857 

 税金等調整前四半期純利益 569,857 

 法人税、住民税及び事業税 276,229 

 法人税等調整額 △18,870 

 法人税等合計 257,359 

 少数株主損益調整前四半期純利益 312,498 

 四半期純利益 312,498 
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四半期連結包括利益計算書 

(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
至 平成24年８月31日) 

 少数株主損益調整前四半期純利益 312,498 

 その他の包括利益  

  その他の包括利益合計 － 

 四半期包括利益 312,498 

  (内訳)  

  親会社株主に係る四半期包括利益 312,498 

  少数株主に係る四半期包括利益      － 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

 
当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
至 平成24年８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 569,857 

  減価償却費 14,296 

  貸倒引当金の増減額(△は減少) △81 

  賞与引当金の増減額(△は減少) 460 

  受取利息及び受取配当金 △180 

  支払利息 52,776 

  売上債権の増減額(△は増加) 2,896 

  たな卸資産の増減額(△は増加) 181,247 

  仕入債務の増減額(△は減少) 645,123 

  前受金の増減額(△は減少) △954,300 

  未払又は未収消費税等の増減額 105,075 

  その他 20,291 

  小計 637,463 

  利息及び配当金の受取額 180 

  利息の支払額 △54,901 

  法人税等の支払額 △196,362 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 386,379 

 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 △20,321 

  その他 △4,433 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △24,754 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の純増減額(△は減少) 53,835 

  長期借入れによる収入 2,205,000 

  長期借入金の返済による支出 △1,732,529 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 526,305 

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 887,930 

 現金及び現金同等物の期首残高 1,372,415 

 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※   2,260,346 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報等 

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日) 

当社グループは、不動産分譲事業以外について、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

（７）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

（１）生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(2) 契約実績 

当第２四半期連結累計期間における契約実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

セグメントの名称 件数 契約高（千円） 前年同期比（％） 

 不動産分譲事業（千円） 218 5,219,593 － 

 不動産管理事業（千円） － － － 

 そ の 他（千円） － － － 

合     計（千円） 218 5,219,593 － 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間における契約残高を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

セグメントの名称 件数 契約残高（千円） 前年同期比（％） 

 不動産分譲事業（千円） 302 7,158,509 － 

 不動産管理事業（千円） － － － 

 そ の 他（千円） － － － 

合     計（千円） 302 7,158,509 － 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 件数 販売高（千円） 前年同期比（％） 

 不動産分譲事業（千円） 179 5,080,662 － 

 不動産管理事業（千円） － 43,768 － 

 そ の 他（千円） － 23,283 － 

合     計（千円） 179 5,147,714 － 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

    ２．件数については、不動産分譲事業は戸数を表示しております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません 
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