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１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年11月30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３四半期 6,431 ― 617 ― 569 ― 322 ―
24年２月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 322百万円( ―％) 24年２月期第３四半期 ―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３四半期 238.53 ―
24年２月期第３四半期 ― ―

（注）１.当社は、平成24年２月期において、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３四半期
の数値及び平成25年２月期第３四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３四半期 7,454 1,298 17.4
24年２月期 6,597 665 10.1

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 1,298百万円 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) 10.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

25年２月期末配当金予想の内訳 記念配当 5円00銭

配当予想については、本日（平成25年１月10日）公表いたしました「平成25年２月期（第15期）配当予想の修正に
関するお知らせ」をご参照ください。

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）

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 8,600 23.8 820 39.4 770 47.6 430 53.4 302.37

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

１.平成25年２月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募株式数（250,000株）、オーバーアロットメントによ
る売出に関する第三者割当増資分（50,000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。

２.連結業績予想の修正については、本日（平成25年１月10日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお
知らせ」をご参照ください。



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 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３Ｑ 1,594,000株 24年２月期 1,344,000株

② 期末自己株式数 25年２月期３Ｑ ―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３Ｑ 1,353,091株 24年２月期３Ｑ ―株

※ 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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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善の動きから景気回復の

兆しも見られましたが、世界景気の減速、円高、デフレ経済の影響等を背景に景気が下押しされるリス

クも残り、今後、消費税等の増税等の動向により、消費の先行きは不透明感が残る状況でもあります。

当社グループが属する不動産業界におきましては、低金利政策や住宅エコポイント制度等の各種の住

宅取得促進政策を背景に、住宅着工戸数は、緩やかながら持ち直しの動きは継続しておりますが、その

一方で地価の下落傾向は底打ち感もあり、一部の地域で供給過剰感が出始めており、在庫リスクも強ま

りつつあります。 

  このような事業環境の中、当社グループは、主力である不動産分譲事業において、不動産市況の変動

に適切に対応しながら、他社との差別化を図るために、山口県、九州主要都市で、それぞれの地域の需

要に合った用地仕入・企画・分譲（販売）を行い、高品質で環境に配慮した新築分譲マンションを早期

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。 

その結果、当第３四半期連結累計期間において、当社の主力事業の不動産分譲事業で分譲マンション

の販売が好調に推移し、当初想定していた販売経費等を圧縮できたことから、売上高は6,431百万円、

営業利益は617百万円、経常利益は569百万円、四半期純利益は322百万円を計上することとなりまし

た。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて857百万円増加し、7,454百万

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829百万円増加して6,171百万円とな

り、固定資産は、前連結会計年度末に比べて27百万円増加して1,282百万円となりました。流動資産の

主な増加の原因は、現金及び預金が643百万円、仕掛販売用不動産が377百万円であり、主な減少の原因

は、販売用不動産が145百万円、その他流動資産が64百万円であります。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22百万円であり、主な減少の原因は、建物が20百万円でありま

す。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて223百万円増加し、6,155百万

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586百万円増加して4,179百万円とな

り、固定負債は、前連結会計年度末に比べて362百万円減少して1,975百万円となりました。流動負債の

主な増加の原因は、支払手形及び買掛金が569百万円、短期借入金が797百万円であり、主な減少の原因

は、前受金が868百万円であります。また、固定負債の主な減少の原因は、長期借入金が369百万円であ

ります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて633百万円増加し、1,298百

万円となりました。増加の要因は、利益剰余金の増加322百万円、資本金の増加155百万円、資本剰余金

の増加155百万円によるものであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績は、当社の主力事業であります不動産分譲事業におきまし

て、分譲マンション販売が好調に推移し、当初想定していた販売経費等を圧縮できたことなどから、通

期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回発表予想から増加することが見込まれるため、

通期の連結業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成25年１月10日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(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２四半期連結会計期間において株式分割を行いましたが、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、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,372,415 2,015,949

受取手形及び売掛金 8,765 27,742

販売用不動産 499,962 354,732

仕掛販売用不動産 3,276,977 3,654,559

その他 183,875 118,932

貸倒引当金 △184 △195

流動資産合計 5,341,811 6,171,721

固定資産   

有形固定資産   

土地 681,602 699,362

その他（純額） 446,453 434,013

有形固定資産合計 1,128,055 1,133,375

無形固定資産 1,443 1,092

投資その他の資産 125,940 148,087

固定資産合計 1,255,439 1,282,555

資産合計 6,597,251 7,454,276

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,608 609,622

短期借入金 1,774,100 2,571,247

未払法人税等 199,410 136,245

前受金 1,490,472 622,155

賞与引当金 4,639 －

その他 84,139 240,684

流動負債合計 3,593,370 4,179,954

固定負債   

長期借入金 2,206,948 1,837,375

退職給付引当金 12,253 12,253

その他 119,183 125,948

固定負債合計 2,338,384 1,975,576

負債合計 5,931,755 6,155,531

純資産の部   

株主資本   

資本金 129,950 285,200

資本剰余金 － 155,250

利益剰余金 535,546 858,295

株主資本合計 665,496 1,298,745

純資産合計 665,496 1,298,745

負債純資産合計 6,597,251 7,454,276

㈱エストラスト（3280）　平成25年２月期第３四半期決算短信

－3－



（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 
 四半期連結損益計算書
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 6,431,576

売上原価 4,963,861

売上総利益 1,467,714

販売費及び一般管理費 850,253

営業利益 617,461

営業外収益  

受取利息 185

業務受託料 16,815

受取賃貸料 36,259

その他 6,089

営業外収益合計 59,350

営業外費用  

支払利息 80,640

その他 26,290

営業外費用合計 106,930

経常利益 569,880

特別損失  

固定資産除却損 4,540

特別損失合計 4,540

税金等調整前四半期純利益 565,340

法人税、住民税及び事業税 265,882

法人税等調整額 △23,290

法人税等合計 242,591

少数株主損益調整前四半期純利益 322,749

四半期純利益 322,749
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 322,749

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 322,749

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 322,749

少数株主に係る四半期包括利益 －
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 該当事項はありません。  

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30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。 

  

 当社は平成24年11月21日付で東京マザーズ市場への上場にあたり、平成24年11月20日に公募増資に

よる払込みを受けました。この結果、当第３四半期連結会計期間において、資本金及び資本剰余金が

それぞれ155,250千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が285,200千円、資本剰余

金が155,250千円となっております。  

  

有償第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当） 

 平成24年10月17日及び平成24年10月31日開催の当社取締役会決議に基づき、第三者割当による新株

発行が次のとおり行われ、平成24年12月21日に払込みを受けました。 

 
  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

   (1)発行株式の種類及び数 当社普通株式  50,000株

   (2)割当価格 1,242円

   (3)割当価格の総額 62,100千円

   (4)資本組入額 １株につき621円

   (5)資本組入額の総額 31,050千円

   (6)払込期日 平成24年12月21日

   (7)資金使途 山口県防府市販売事務所取得のための資金及び本社社屋
建設費等の調達を目的とした長期借入金の返済
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該当事項はありません。 

  

当第３四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。 

 
  （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四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。 

 
 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

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。 

 
 （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。 

５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(2) 契約実績

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） 319 7,735,213 －

 不動産管理事業（千円） ― ― －

 その他（千円） ― ― －

合     計（千円） 319 7,735,213 －

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） 349 8,420,099 －

 不動産管理事業（千円） ― ― －

 その他（千円） ― ― －

合     計（千円）   349 8,420,099 －

(3) 販売実績

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） 233 6,334,692 －

 不動産管理事業（千円） ―  70,988 －

 その他（千円） ― 25,895 －

合     計（千円） 233 6,431,576 －
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