
(財)財務会計基準機構会員
 

平成20年10月期　第１四半期財務・業績の概況
   平成20年３月12日

上場会社名 サーラ住宅株式会社 上場取引所 東証・名証第二部

コード番号 1405 ＵＲＬ　http://www.sala-house.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）水谷　九郎

問合せ先責任者　（役職名）常務取締役管理部長（氏名）広中  　正 ＴＥＬ　（0532）32－7272

（百万円未満切捨て）

１．平成20年10月期第１四半期の連結業績（平成19年11月１日　～　平成20年１月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期第１四半期 6,495 △18.3 △348 － △356 － △339 －

19年10月期第１四半期 7,945 2.0 127 － 132 － △219 －

19年10月期 36,332  926  944  276  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年10月期第１四半期 △65 52 － －

19年10月期第１四半期 △42 43 － －

19年10月期 53 42 － －

(2）連結財政状態  

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

20年10月期第１四半期 25,445 5,374 20.1 988 15

19年10月期第１四半期 23,896 5,297 21.4 988 50

19年10月期 24,127 5,839 23.1 1,074 66

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

20年10月期第１四半期 △1,989 △35 1,947 3,344

19年10月期第１四半期 △1,364 △192 △135 3,559

19年10月期 △2,794 △449 1,414 3,420
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２．平成20年10月期の連結業績予想（平成19年11月１日　～　平成20年10月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 16,797 △7.7 187 △56.4 174 △60.7 69 － 13 46

通期 35,783 △1.5 834 △9.9 804 △14.9 424 53.4 81 95

３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な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

作成したものであります。実際の業績は今後の経済の状況等の変化により予想値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国の経済は、輸出、生産、設備投資はいずれも増加基調で推移いたしました。しかしなが

ら、サブプライムローン問題に端を発する米経済の下振れリスクや原油をはじめとする原材料価格の高騰等を要因とし

て、企業収益の改善の足踏みや消費者マインドの悪化がみられる等、企業部門、家計部門ともに先行きに不透明感が強

まりつつあります。

住宅業界におきましては、建築基準法の改正の影響は解消に向かいつつあるものの、新設住宅着工戸数は依然として、

前年実績を下回る低水準で推移しております。

このような状況のもと住宅事業におきましては、完成工事高の実績が概ね計画通りであったものの、分譲売上高の実

績が振るわなかったため、売上高は2,716百万円（前年同期比34.0％減）、営業損失は245百万円（前年同期営業利益37

百万円）となりました。

住宅部資材加工・販売事業におきましては、前期に引き続き、新規顧客の獲得、提案営業及び工程管理支援を積極的

に推進いたしましたが、新設住宅着工戸数の減少等により、売上高は3,778百万円（同1.3％減）となりました。また、

取引先に対する債権の取立不能のおそれが生じたため、貸倒引当金86百万円を積み増ししたことにより、営業損失は21

百万円（前年同期営業利益89百万円）となりました。

この結果、当社グループの当第１四半期の売上高は6,495百万円（前年同期比18.3％減）、営業損失は348百万円（前

年同期営業利益127百万円）、経常損失は356百万円（前年同期経常利益132百万円）、四半期純損失は339百万円(前年同

期四半期純損失219百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）総資産、負債及び純資産の状況

（総資産）

当第１四半期末における総資産は25,445百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,317百万円増加いたしまし

た。これは主として、販売用土地等の仕入れにより、未成分譲土地建物が増加したことによるものであります。

（負債）

当第１四半期末における負債は20,070百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,782百万円増加いたしました。

これは主として、短期借入金が増加したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期末における純資産は5,374百万円となり、前連結会計年度末と比較して464百万円減少いたしました。

これは主として、純損失を計上したこと及び当社の配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことによるもので

あります。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（「以下資金」という。）は、財務活動により獲得した資金1,947百万

円を営業活動に1,989百万円、投資活動に35百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ76百万円減少（前連結会計

年度比2.2％減）し、3,344百万円となりました。

当第１四半期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）

営業活動の結果、使用した資金は1,989百万円（前連結会計年度は2,794百万円の使用）となりました。これは主

として、販売用土地建物等のたな卸資産の増加額1,674百万円等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）

投資活動の結果、使用した資金は35百万円（前連結会計年度は449百万円の使用）となりました。これは主として、

無形固定資産取得による支出24百万円等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）

財務活動の結果、獲得した資金は1,947百万円（前連結会計年度は1,414百万円の獲得）となりました。これは短

期借入金の純増加額2,000百万円及び配当金の支払額52百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年10月期の通期連結業績予想については、平成19年12月14日に発表した予想を変更しておりません。

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）

該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、簡便な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

サーラ住宅株式会社（1405）平成 20 年 10 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 4 －



５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年10月期

第１四半期末）

当四半期
（平成20年10月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 3,559,105 3,344,033   3,420,902

受取手形、完成工事未収入金
及び売掛金

3,090,027 3,017,134   3,127,216

未成工事支出金 1,427,516 1,254,018   919,515

分譲土地建物 5,245,958 5,128,106   4,611,989

未成分譲土地建物 4,325,933 6,749,959   6,030,588

その他たな卸資産 991,359 672,264   567,922

繰延税金資産 318,020 289,289   287,433

その他 89,735 265,005   294,296

貸倒引当金 △32,547 △41,921   △26,235

流動資産合計 19,015,110 20,677,888 1,662,777 8.7 19,233,629

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

建物及び構築物 795,832 938,768   962,018

土地 2,919,207 2,856,852   2,856,852

建設仮勘定 12,992 －   －

その他 52,737 58,323   58,497

有形固定資産合計 3,780,771 3,853,945 73,174 1.9 3,877,368

２　無形固定資産      

その他 117,855 116,783   100,497

無形固定資産合計 117,855 116,783 △1,071 △0.9 100,497

３　投資その他の資産      

投資有価証券 408,571 314,509   410,589

長期貸付金 81,900 75,900   77,400

繰延税金資産 425,710 416,489   378,535

その他 270,020 240,128   233,156

貸倒引当金 △203,208 △250,225   △183,332

投資その他の資産合計 982,994 796,801 △186,192 △18.9 916,348

固定資産合計 4,881,621 4,767,530 △114,090 △2.3 4,894,214

資産合計 23,896,732 25,445,419 1,548,687 6.5 24,127,843
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科目

前年同四半期
（平成19年10月期

第１四半期末）

当四半期
（平成20年10月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形、工事未払金及び買
掛金

7,753,275 6,828,709   7,066,389

短期借入金 6,200,000 9,800,000   7,800,000

未払法人税等 44,075 10,964   167,931

未成工事受入金及び前受金 2,104,635 1,512,151   1,102,814

賞与引当金 59,158 86,251   259,813

役員賞与引当金 2,800 －   －

完成工事補償引当金 31,833 41,698   44,789

その他 1,328,862 738,461   829,454

流動負債合計 17,524,640 19,018,237 1,493,597 8.5 17,271,191

Ⅱ　固定負債      

退職給付引当金 782,730 788,164   786,680

役員退職慰労引当金 126,984 171,964   138,830

連結調整勘定 3,237 －   －

負ののれん － 4,705   4,454

その他 161,887 87,416   87,118

固定負債合計 1,074,839 1,052,250 △22,589 △2.1 1,017,083

負債合計 18,599,480 20,070,487 1,471,007 7.9 18,288,275

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,018,590 1,018,590   1,018,590

資本剰余金 1,192,390 1,192,390   1,192,390

利益剰余金 2,762,938 2,816,471   3,207,985

株主資本合計 4,973,918 5,027,451 53,533 1.1 5,418,965

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 150,476 95,135   152,088

評価・換算差額等合計 150,476 95,135 △55,340 △36.8 152,088

Ⅲ　少数株主持分 172,857 252,344 79,486 46.0 268,515

純資産合計 5,297,252 5,374,932 77,679 1.5 5,839,568

負債、純資産合計 23,896,732 25,445,419 1,548,687 6.5 24,127,843
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年10月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,945,709 6,495,109 △1,450,599 △18.3 36,332,079

Ⅱ　売上原価 6,535,222 5,503,219 △1,032,003 △15.8 30,311,571

売上総利益 1,410,486 991,890 △418,596 △29.7 6,020,507

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,283,486 1,340,721 57,234 4.5 5,094,440

営業利益又は営業損失（△） 127,000 △348,831 △475,831 － 926,067

Ⅳ　営業外収益      

受取利息 851 848   7,563

受取配当金 45 72   7,598

仕入割引 3,920 4,248   14,880

受取手数料 3,784 4,383   15,828

水道市納金等差額収入 1,185 2,788   6,745

その他 7,847 3,516   23,825

営業外収益合計 17,635 15,857 △1,777 △10.1 76,441

Ⅴ　営業外費用      

支払利息 9,904 22,220   53,314

その他 1,810 904   4,537

営業外費用合計 11,715 23,125 11,410 97.4 57,851

経常利益又は経常損失（△） 132,920 △356,098 △489,019 － 944,656

Ⅵ　特別利益      

完成工事補償引当金戻入益 － 3,090   －

特別利益合計 － 3,090 3,090 － －

Ⅶ　特別損失      

固定資産除却損 58 185   7,366

和解金 430,000 －   430,000

特別損失合計 430,058 185 △429,873 △100.0 437,366

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は四半期（当期）純
損失（△）

△297,138 △353,193 △56,055 － 507,290

法人税、住民税及び事業税 32,921 2,809 △30,112 △91.5 162,008

法人税等調整額 3,244 △1,604 △4,849 － 80,779

少数株主利益又は少数株主損
失（△）

△113,335 △14,724 98,610 － △12,435

四半期（当期）純利益又は四
半期（当期）純損失（△）

△219,968 △339,673 △119,704 － 276,936
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前連結第１四半期（自　平成18年11月１日　至　平成19年１月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △129,600 △129,600

当期純損失 － － △219,968 △219,968

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

－ － － －

当四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △349,568 △349,568

平成19年１月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 2,762,938 4,973,918

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成18年10月31日　残高　(千円) 151,336 292,298 5,767,122

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △129,600

当期純損失 － － △219,968

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

△860 △119,440 △120,301

当四半期中の変動額合計
（千円）

△860 △119,440 △469,870

平成19年１月31日　残高　(千円) 150,476 172,857 5,297,252

サーラ住宅株式会社（1405）平成 20 年 10 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 8 －



当連結第１四半期（自　平成19年11月１日　至　平成20年１月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,207,985 5,418,965

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △51,840 △51,840

当期純損失 － － △339,673 △339,673

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

－ － － －

当四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △391,513 △391,513

平成20年１月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 2,816,471 5,027,451

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成19年10月31日　残高　(千円) 152,088 268,515 5,839,568

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △51,840

当期純損失 － － △339,673

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

△56,952 △16,170 △73,123

当四半期中の変動額合計
（千円）

△56,952 △16,170 △464,636

平成20年１月31日　残高　(千円) 95,135 252,344 5,374,932
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年10月31日　残高（千円） 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △181,458 △181,458

当期純利益 － － 276,936 276,936

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（千円） － － 95,478 95,478

平成19年10月31日　残高（千円） 1,018,590 1,192,390 3,207,985 5,418,965

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成18年10月31日　残高（千円） 151,336 292,298 5,767,122

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △181,458

当期純利益 － － 276,936

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

751 △23,783 △23,031

連結会計年度中の変動額合計（千円） 751 △23,783 72,446

平成19年10月31日　残高（千円） 152,088 268,515 5,839,568
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年10月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

（参考）
平成19年10月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益又は税金等調整前四半期
（当期）純損失（△）

△297,138 △353,193 507,290

減価償却費 25,499 31,752 127,737

連結調整勘定償却額 537 － －

のれん償却額 － 575 2,193

貸倒引当金の増加額（△減少額） 11,754 82,579 △14,432

賞与引当金の増加額（△減少額） △173,828 △173,561 26,826

役員賞与引当金の増加額（△減少額） △15,400 － △18,200

完成工事補償引当金の増加額（△減少額） 290 △3,090 13,246

退職給付引当金の増加額（△減少額） △2,378 1,483 1,571

未払確定拠出年金移行掛金の増加額（△減少額） － － △76,651

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △68,945 33,134 △57,100

受取利息及び配当金 △896 △5,169 △26,491

支払利息 9,904 23,076 41,984

固定資産除却損 58 185 6,123

和解金 － － 430,000

売上債権の減少額（△増加額） △389,593 513,840 △1,421,716

仕入債務の増加額（△減少額） 718,644 △237,704 △151,451

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,292,502 △1,674,331 △1,431,751

未払消費税等の増加額（△減少額） △22,600 △38,782 △17,849

その他 396,182 △57,624 8,710

小計 △1,100,411 △1,856,829 △2,049,959

利息及び配当金の受取額 896 5,169 26,491

利息の支払額 △5,303 △16,431 △41,294

和解金の支払額 － － △430,000

法人税等の支払額 △259,092 △122,841 △300,897

その他 △640 1,223 967

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,364,550 △1,989,709 △2,794,692
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前年同四半期

（平成19年10月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第１四半期）

（参考）
平成19年10月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 △191,533 △8,783 △445,116

無形固定資産の取得による支出 △3,535 △24,700 △8,470

長期前払費用の支出 － △3,100 △1,840

投資有価証券の取得による支出 △298 △101,507 △1,742

投資有価証券の売却による収入 1,610 101,691 －

子会社株式の取得による支出 － △450 △4,416

長期貸付金の回収による収入 1,500 1,500 6,000

その他 △14 293 6,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,270 △35,055 △449,565

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（△純減少額） － 2,000,000 1,600,000

配当金の支払額 △129,598 △52,103 △180,365

少数株主への配当金の支払額 △5,418 － △5,418

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,017 1,947,896 1,414,215

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,691,838 △76,869 △1,830,042

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,250,944 3,420,902 5,250,944

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,559,105 3,344,033 3,420,902
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(5）四半期セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年10月期第１四半期）

 
住宅事業
（千円）

住宅部資材加
工・販売事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,117,584 3,828,125 7,945,709 － 7,945,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 717,044 717,044 (717,044) －

計 4,117,584 4,545,169 8,662,753 (717,044) 7,945,709

営業費用 4,080,356 4,455,397 8,535,753 (717,044) 7,818,709

営業利益 37,227 89,772 127,000 － 127,000

当四半期（平成20年10月期第１四半期）

 
住宅事業
（千円）

住宅部資材加
工・販売事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,716,357 3,778,752 6,495,109 － 6,495,109

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 624,756 624,756 (624,756) －

計 2,716,357 4,403,509 7,119,866 (624,756) 6,495,109

営業費用 2,961,557 4,424,735 7,386,292 (542,351) 6,843,940

営業利益（又は営業損失） △245,200 △21,225 △266,426 (82,405) △348,831

　（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．各事業の主な製品

(1）住宅事業……注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等

(2）住宅部資材加工・販売事業……建築資材、住設機器等の販売、内外装・電気工事等
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