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■インデックス■インデックス

Ⅰ　Ⅰ　20082008年年11月期決算レビュー月期決算レビュー　　　　

　　 　（取締役　（取締役副社長副社長 兼兼 経営経営企画室企画室室長室長　柴田　柴田 英夫）英夫）　　
■各指標の推移■各指標の推移
■■20082008年１月期業績の概況年１月期業績の概況

　　　　　　 ■足元の状況■足元の状況

Ⅱ　今後の取り組みⅡ　今後の取り組み　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表取締役社長　西野代表取締役社長　西野 弘弘））　　

■■20092009年年１月期に１月期における取り組みおける取り組み
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（（ 代表取締役社長　西野　弘代表取締役社長　西野　弘 ））

■　■　はじめにはじめに　■　■
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平成平成1919年年

全国新設住宅着工戸数全国新設住宅着工戸数

前年比前年比 17.817.8％減％減
合計合計 1,060,7411,060,741戸戸

◆はじめに◆はじめに

＊平成＊平成1919年１月～年１月～1212月月

市場全体では、大変厳しい状況で推移市場全体では、大変厳しい状況で推移

＊国交省「平成＊国交省「平成1919年年11月から月から1212月までの月までの

　　　　　首都圏の戸建分譲着工戸数（概要）」　　　　　首都圏の戸建分譲着工戸数（概要）」

・・需要を大きく超える供給需要を大きく超える供給

・改正建築基準法の影響による新設住宅着工戸数の減少・改正建築基準法の影響による新設住宅着工戸数の減少

・都心人気エリアと郊外部の販売状況の二極化・都心人気エリアと郊外部の販売状況の二極化

・建築偽装問題クローズアップ・建築偽装問題クローズアップ

・・大量完成在庫発生に大量完成在庫発生に伴う値下げ競争の激化伴う値下げ競争の激化

・消費者の買い控えの進行・消費者の買い控えの進行

・・金融金融機関の機関の不動産不動産関連融資姿勢関連融資姿勢の厳格化の厳格化

不動産業界不動産業界

・米国サブプライムローン問題に端を発する世界経済の悪化・米国サブプライムローン問題に端を発する世界経済の悪化

・・個人消費の伸び悩み個人消費の伸び悩み

・原材料価格の高騰・原材料価格の高騰

・為替、株価、原油価格などの急激な変動・為替、株価、原油価格などの急激な変動

経済状況経済状況
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首都圏における戸建分譲着工戸数首都圏における戸建分譲着工戸数

首都圏分譲住宅　首都圏分譲住宅　
143,462143,462戸戸
（（対前年比対前年比 --25.725.7％％））

戸建分譲　戸建分譲　59,13159,131戸（戸（対前年比対前年比 --11.611.6％％））

◆はじめに◆はじめに

（前年比）（前年比）

-14.9％

-8.2％

-10.3％

-12.0％

（単位：戸 , ％）

東京 埼玉 神奈川 千葉
平成19年 17,543（-14.9） 14,282（-12.0） 15,715（-8.2） 11,591（-10.3）
平成18年 20,603 16,236 17,117 12,917

※国交省「平成19年1月から12月までの首都圏の戸建分譲着工戸数（概要）」
　　　　　　 ※カッコは前年同期比(%)
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◆はじめに◆はじめに

売上高　　　　売上高　　　　1,0311,031億億9,1009,100万円万円 　　　　
経常利益経常利益 　　　　 88億億6,6006,600万円万円
当期純利益当期純利益 　　　　 4,3004,300万円万円

第第5757期業績（連結）期業績（連結）

（＊平成（＊平成2020年年33月現在：月現在：99ブロック制）ブロック制）
平成平成1919年年11月月　　ブロック制導入（８ブロック）ブロック制導入（８ブロック）
　　　　　　　　　　⇒　　　　　　　　　　⇒ より地域性により地域性に合った合った販売・商品企画戦略を推進販売・商品企画戦略を推進

　　　　　　　　 77月月　　営業所の新設・支店の一部を営業所へ移管営業所の新設・支店の一部を営業所へ移管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒⇒ エリアの需給バランスの変化に合わせ、エリアの需給バランスの変化に合わせ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧客ニーズも顧客ニーズも高く高く仲介会社も多い都市部の土地仕入を強化仲介会社も多い都市部の土地仕入を強化　　

平成平成2020年年11月月　　11支店支店66営業所を新設、支店の一部を営業所へ移管営業所を新設、支店の一部を営業所へ移管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　＊　　　　　　＊需給バランスの変化に合わせた在庫バランスの改善に需給バランスの変化に合わせた在庫バランスの改善に尽力尽力

第第5757期の活動状況期の活動状況
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◆◆5757期下半期の取組み①期下半期の取組み①

■販売員■販売員教育教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取　組　み取　組　み

セールスプロセスを大きく４つに分類セールスプロセスを大きく４つに分類
　⇒個々のプロセスにおける必要事項を　⇒個々のプロセスにおける必要事項を
　　　　 確認・実行確認・実行
　　

⇒管理職に進捗管理を徹底⇒管理職に進捗管理を徹底

成　　成　　果果 とと 課課　　題　　題

成　　果成　　果
●●キャリアの浅い販売社員のキャリアの浅い販売社員の
　　ヒアリングスキルヒアリングスキルが向上が向上

●●管理職の的確なアドバイスが可能管理職の的確なアドバイスが可能

　　 　　第４四半期より、自社販売数が第４四半期より、自社販売数が
　　　　　　　　前年と比較して増加前年と比較して増加傾向傾向

課　　題課　　題
●●中堅販売社員の更なる生産性向上中堅販売社員の更なる生産性向上

●●値引き合戦エリアの対応値引き合戦エリアの対応

　　　　行動量と生産性の因果関係を行動量と生産性の因果関係を示す示す ＫＰＩ＊ＫＰＩ＊　　

　　　　　　　　　　　　　　　　
　⇒　⇒ 週末事前案内顧客の契約率が非常に週末事前案内顧客の契約率が非常に
　　　高いことに着目　　　高いことに着目

　　　　この数値を　　　　この数値をKPIKPIとして設定として設定 ⇒⇒徹底管理徹底管理

＊＊KPI= Key Performance IndicatorKPI= Key Performance Indicator　：　　：　重要業績評価指標重要業績評価指標
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◆◆5757期下半期の取組み②期下半期の取組み②

■戸建本■戸建本部内の組織改革部内の組織改革

戸建本部に統括機能を設置戸建本部に統括機能を設置

　　 仕入統括仕入統括　　　　　　　　営業統括営業統括

　　

　　　　　　　　統括機能を設置統括機能を設置

　　　　各支店・営業所の状況をより細かく把握各支店・営業所の状況をより細かく把握
　　⇒　　⇒ 店舗ごとに細かな指示が可能に店舗ごとに細かな指示が可能に
　　　　
　　　　都心近郊エリアの仕入強化都心近郊エリアの仕入強化
　　⇒　　⇒ 安定的な需要が見込める都心部近郊安定的な需要が見込める都心部近郊
　　　　エリアの仕入を強化　　　　エリアの仕入を強化 　　

　　　　需給バランスの変化に機動的に対応需給バランスの変化に機動的に対応
　　⇒　　⇒ 上半期より営業所の出店を加速上半期より営業所の出店を加速
　　⇒　　⇒ 都心部近郊に新たな都心部近郊に新たな11支店支店66営業所を出店営業所を出店

取　組　み取　組　み 成　　成　　果果 とと 課課　　題　　題
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◆◆5757期下半期の取組み③期下半期の取組み③

　　　　生産本部生産本部に品質管理部を設置に品質管理部を設置

　　（財）建築環境・省エネルギー機構（財）建築環境・省エネルギー機構
　　よりより、環境共生住宅のシステム、環境共生住宅のシステム認認
　　定定を取得を取得

　　　　
　　　　 保証保証工事工事の対応の対応についてについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　細かく細かく分析分析し、対応策し、対応策を改善を改善

　　　　　　●●顧客顧客のサービスレベルの向上を実現のサービスレベルの向上を実現
　　　　
　　　　　　●●大幅大幅なコスト削減を実現なコスト削減を実現
　　　　　　　　

　　　　「「Blooming Garden Blooming Garden ・・ EcoEco」」ブランドの販売開始ブランドの販売開始
　　⇒　　⇒ 環境意識の高まりを受け環境意識の高まりを受け、本物、本物志向志向のの
　　　　お客　　　　お客様に好評様に好評
　　⇒　　⇒ 当社の強み「安全で安心な品質の住宅」当社の強み「安全で安心な品質の住宅」
　　　　に新たな付加　　　　に新たな付加価値価値

成　　果成　　果取　組　み取　組　み

■生産本部内■生産本部内の組織改革の組織改革
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◆◆5757期における在庫バランスと販売の状況期における在庫バランスと販売の状況

在庫存在エリアと需要のアンバランスは、在庫存在エリアと需要のアンバランスは、 ほぼ解消ほぼ解消

在庫全体のエリアバランスは　在庫全体のエリアバランスは　

国道国道1616号線号線

２２ １１：：
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◆◆5757期における販売の状況期における販売の状況

販売の状況販売の状況

　　 全物件において販売妥当価格を　全物件において販売妥当価格を　
　　 把握・徹底管理把握・徹底管理

　　　　1010月までにほぼ決められた価格月までにほぼ決められた価格

　　　　以上での販売が実現以上での販売が実現

打　ち　手打　ち　手 成　　果成　　果

　　売上、利益ともに未達に終わった要因売上、利益ともに未達に終わった要因

　　●　　● 消費マインド冷え込み（消費財値上げ）消費マインド冷え込み（消費財値上げ）
　　●　　● 建築偽装問題クローズアップ建築偽装問題クローズアップ
　　●　　● 各社の値下げ合戦各社の値下げ合戦
　　●　　● 一括販売の不調一括販売の不調

購入購入までの検討期間がまでの検討期間が長い顧客の長い顧客の割合が増加割合が増加

企業規模・事業スタンス・商品性能を企業規模・事業スタンス・商品性能を高評価高評価

販売における良い傾向販売における良い傾向
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◆グループ子会社の状況について◆グループ子会社の状況について

＜ティ＜ティ・ジェイ・ジェイ ホームサービス（株ホームサービス（株）＞）＞

●● 　　東栄東栄住宅の契約件数減少の影響を受け住宅の契約件数減少の影響を受け、、
　　 アフターサービスやアフターサービスや 定期定期点検業務の維持管理業務が点検業務の維持管理業務が大幅減少大幅減少

●● 　　厳しい事業環境ながら、厳しい事業環境ながら、 法人法人請負受注の増加、経費請負受注の増加、経費の見直し等にの見直し等によりより利益を計上利益を計上

アフターサービス事業

中古再生住宅事業・戸建分譲事業（中京地区）

＜ブルーミング＜ブルーミング・ガーデン住宅販売（株・ガーデン住宅販売（株）＞）＞

　　　首都圏　首都圏エリアにおける中古再生エリアにおける中古再生住宅事業住宅事業
　　　⇒　⇒ 収益率の低い競売、任意売買収益率の低い競売、任意売買 経由契約のシェアが経由契約のシェアが高く高く

　　　　収益率が当初　　　　収益率が当初の予定より大幅減少の予定より大幅減少

　　　戸建　戸建分譲分譲事業（中京地区）事業（中京地区）
　　　⇒　⇒ ３３階階建て物件比率が高かったため、改正建築基準法の影響を受け、建て物件比率が高かったため、改正建築基準法の影響を受け、

　　　　　　　売上　売上、利益共に過少、利益共に過少

　　　　　　　　　　　　　　　　＊事業の選択と集中、共通経費の削減をダイナミックに実施＊事業の選択と集中、共通経費の削減をダイナミックに実施
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■経営理念■経営理念

「良質廉価な住宅の供給」「良質廉価な住宅の供給」

「顧客第一主義」「顧客第一主義」

「事業を通じての社会への貢献」「事業を通じての社会への貢献」

事業環境の変化を的確に捉え、事業環境の変化を的確に捉え、
事業業績の向上と発展に努めて事業業績の向上と発展に努めてまいりますまいります

経営理念経営理念
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■■ 20082008年年11月期月期 決算決算レビューレビュー

　　　　Ⅰ　Ⅰ　20082008年年11月期月期 決算レビュー決算レビュー　　　　

　　 　　　　　　　　（（ 取締役取締役副社長副社長 兼兼 経営経営企画室室長企画室室長　柴田　柴田 英夫英夫 ））　　
　　　　　　

■■各指標の推移各指標の推移
　　　■　　　■20082008年１月期業績の概況年１月期業績の概況

■足元の状況■足元の状況
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■事業の概況◆各指標の推移■事業の概況◆各指標の推移

前期比増減

-229,650戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-7,742戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-41,769戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-380棟 着工数調整 （07/1～12）

-0.3P （07/1～12）

+0.6棟 （07/1～12）

+2.9坪 （07/2～08/1）

+1.6坪 （07/2～08/1）

+0.9P （07/2～08/1）

-646棟 （07/2～08/1）

+168万円 東京、神奈川エリアの販売価格上昇による平
均販売価格の増加

（07/2～08/1）

-71区画 （07/2～08/1）

-83万円 （07/2～08/1）

+176戸 （07/2～08/1）

-8,604万円 （07/2～08/1）

+0.2P （07/2～08/1）

備         考07/1 08/1

全国住宅着工戸数 1,290,391戸 106,0741戸

首都圏戸建分譲住宅着工戸数 66,873戸 59,131戸

首都圏マンション分譲住宅着工戸数 125,271戸 83,502戸

当社戸建住宅の着工棟数 2,888棟 2,508棟

着工棟数シェア 4.2% 3.9%

現場規模平均棟数 4.5棟 5.1棟

平均土地面積 39.9坪 42.8坪

平均建物面積 29.8坪 31.4坪

自社販売比率 51.3% 52.2%

販売件数実績（戸建） 3,002棟 2,356棟

平均販売価格（戸建） 3,500万円 3,668万円

販売件数実績（土地） 253区画 182区画

平均販売価格（土地） 3,647万円 3,564万円

販売件数実績（マンション） 2戸 178戸

平均販売価格（マンション） 11,615万円 3,012万円

４０歳未満顧客層 70.2% 70.4%
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前期比増減

-229,650戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-7,742戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-41,769戸 国土交通省 建築着工統計
調査報告より

（07/1～12）

-380棟 着工数調整 （07/1～12）

-0.3P （07/1～12）

+0.6棟 （07/1～12）

+2.9坪 （07/2～08/1）

+1.6坪 （07/2～08/1）

+0.9P （07/2～08/1）

-646棟 （07/2～08/1）

+168万円 東京、神奈川エリアの販売価格上昇による平
均販売価格の増加

（07/2～08/1）

-71区画 （07/2～08/1）

-83万円 （07/2～08/1）

+176戸 （07/2～08/1）

-8,604万円 （07/2～08/1）

+0.2P （07/2～08/1）

備         考07/1 08/1

全国住宅着工戸数 1,290,391戸 106,0741戸

首都圏戸建分譲住宅着工戸数 66,873戸 59,131戸

首都圏マンション分譲住宅着工戸数 125,271戸 83,502戸

当社戸建住宅の着工棟数 2,888棟 2,508棟

着工棟数シェア 4.2% 3.9%

現場規模平均棟数 4.5棟 5.1棟

平均土地面積 39.9坪 42.8坪

平均建物面積 29.8坪 31.4坪

自社販売比率 51.3% 52.2%

販売件数実績（戸建） 3,002棟 2,356棟

平均販売価格（戸建） 3,500万円 3,668万円

販売件数実績（土地） 253区画 182区画

平均販売価格（土地） 3,647万円 3,564万円

販売件数実績（マンション） 2戸 178戸

平均販売価格（マンション） 11,615万円 3,012万円

４０歳未満顧客層 70.2% 70.4%

■事業の概況◆各指標の■事業の概況◆各指標の推移（トピックス）推移（トピックス）

平均土地・建物面積の増加平均土地・建物面積の増加　　　　

郊外エリア物件を積極販売：　　郊外エリア物件を積極販売：　　
　　 平均平均土地土地面積　面積　前期末前期末　　39.939.9坪坪 ⇒⇒ 42.842.8坪（坪（+2.9+2.9坪坪））
　　 平均平均建物面積　前期末建物面積　前期末　　29.829.8坪坪 ⇒⇒ 31.431.4坪（坪（+1.6+1.6坪坪））

　　 平均土地面積が狭い東京エリアの割合が減少し、　平均土地面積が狭い東京エリアの割合が減少し、　

面積の広い埼玉北部の郊外物件の販売割合が面積の広い埼玉北部の郊外物件の販売割合が増加増加　　　　

また、全エリアにおいてまた、全エリアにおいて平均平均土地面積の広い郊外物件土地面積の広い郊外物件

の販売をの販売を行い増加　平均行い増加　平均建物面積についても同様建物面積についても同様

自社販売比率の増加自社販売比率の増加　　前年同期比　前年同期比　++0.90.9PP

郊外物件の販売棟数が増加：郊外物件の販売棟数が増加：
　　 戸建の販売棟数戸建の販売棟数がが646646棟棟減少し、減少し、2,3562,356棟　主棟　主な要因な要因

は、は、仲介販売業者が少ない、仲介販売業者が少ない、国道国道1616号線外側エリアの号線外側エリアの
在庫を在庫を自社販売にて積極自社販売にて積極販売販売

１棟当たり１棟当たり平均販売平均販売価格（戸建）の価格（戸建）の上昇上昇　　　　　　　　　　前年同期比　＋前年同期比　＋168168万円万円

高付加価値物件を積極展開：高付加価値物件を積極展開：
　　 １棟当たり平均１棟当たり平均販売販売価格（戸建）価格（戸建）　　3,5003,500万円万円 ⇒⇒ 3,6683,668万円万円　　+168+168万円万円
平均販売価格の平均販売価格の上昇、及び上昇、及び646646棟棟の販売棟数の減少により、前年同期比での戸の販売棟数の減少により、前年同期比での戸
建住宅の売上高は建住宅の売上高は186186億億4949百万円百万円減少減少
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■業績の概況◆■業績の概況◆P/LP/L

（単位：百万円）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

売 上 高 118,669 100.0% 103,191 100.0% -13.0 99,616 100.0%
売上総利益 17,491 14.7% 12,524 12.1% -28.4 11,936 12.0%

販売費及び一般管理費 11,730 9.9% 10,442 10.1% -11.0 9,468 9.5%
営業利益 5,761 4.8% 2,081 2.0% -63.9 2,467 2.5%
経常利益 5,043 4.2% 866 0.8% -82.8 1,315 1.3%

当期純利益 2,567 2.2% 43 0.0% -98.3 268 0.3%

ＥＰＳ（円） 95.46 - 1.60 - -93.86円 9.97 -
ＲＯＥ（％） 6.6 - 0.1 - -6.5P 0.7 -

08/1
（単体）

07/1
（連結）

08/1
（連結）

増減率
（％）

当初計画 実績 達成率（％）

151,600 103,191 68.1%
6,740 866 12.9%
3,930 43 1.1%

（単位：百万円）

売 上 高
経常利益

当期純利益

修正計画 実績 達成率（％）

売 上 高 104,000 103,191 99.2%
経常利益 800 866 108.3%

当期純利益 -160 43 ‐

（単位：百万円）

※修正計画は１月24日発表数値
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◆事業別販売実績◆事業別販売実績

＊（　）＊（　）カッコ内カッコ内は売上総利益率は売上総利益率

戸建住宅戸建住宅　　　　 　　▲▲18,64918,649百万円百万円（▲（▲3.13.1P)P)
販売棟数が前期比販売棟数が前期比646646棟減少棟減少のの2,3562,356棟棟

により、当期ではにより、当期では18,64918,649百万円減少の百万円減少の86,43686,436
百万円（百万円（10.6%10.6%））　　　　　　　　　　　　　　

土地土地　　 ▲▲2,7412,741百万円百万円（（+0.9+0.9PP））
土地土地のみ分譲のみ分譲：：

　　 主に主にマンションマンション用地の大型土地分譲およ用地の大型土地分譲およ
び、栃木県野木町び、栃木県野木町101101区画の土地分譲によ区画の土地分譲によ
り、当期ではり、当期では5,2025,202百万円（百万円（23.8%23.8%））　　　　　　

建築条件付売地：　建築条件付売地：　
前期比前期比117117区画減少の区画減少の3636区画により、区画により、

1,2841,284百万円（百万円（14.6%14.6%））

マンションマンション　　　　 +5,129+5,129百万円百万円（▲（▲1212.1.1PP））
ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ相武台前相武台前 （（7676戸）戸）　　　　

ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ南流山　南流山　 （（5757戸）戸）
ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ小倉台　ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ小倉台　 （（2121戸）戸）
ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ多摩中沢ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ多摩中沢 （（1515戸）戸）
ｴｽﾄｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ海浜幕張ｴｽﾄｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰﾙ海浜幕張 （（ 99戸戸））

のの販売により、当期では販売により、当期では5,3615,361百万円百万円（（12.1%12.1%））

中古再生住宅中古再生住宅　　　　 ++1,4801,480百万円百万円
首都圏における中古再生住宅（首都圏における中古再生住宅（6161戸）の戸）の

販売により、当期では販売により、当期では14801480百万円（百万円（11.2%11.2%））

総売上高総売上高　　 103,191103,191百万円（対前年増減比百万円（対前年増減比 ▲▲13.013.0％）％）　　　　　　　　
減少の大きな要因は、戸建住宅減少の大きな要因は、戸建住宅販売棟数の販売棟数の減少減少　　　　　　　　

売上総売上総利益率利益率　　　　　　　　　　　　　　
戸建住宅　　　戸建住宅　　　 10.6%10.6%（（ --3.13.1PP）　）　
土地分譲　　　土地分譲　　　 22.0%22.0%（（+0.9+0.9PP））
マンション分譲マンション分譲 12.1%12.1%（（--12.112.1PP））
中古再生住宅中古再生住宅 11.2%11.2%（（+11+11.2.2PP））

請負工事収入請負工事収入 　　　　　　　　　　　　　　　▲　▲1,0041,004百万円百万円（▲（▲27.6%27.6%））
たな卸たな卸回転率回転率を年２回転のモデルに戻すため、を年２回転のモデルに戻すため、建築条件付売地の販売を建築条件付売地の販売を

縮小縮小

賃貸売上賃貸売上　　　　　　　　 +294+294百万円（百万円（143.0%143.0%））　　　　　　
目的変更した戸建住宅に加え、神宮外苑ビル、シルバー事業賃貸資産等目的変更した戸建住宅に加え、神宮外苑ビル、シルバー事業賃貸資産等

＊（　）カッコ内は対前年増減比＊（　）カッコ内は対前年増減比

⇒⇒ 不動産分譲事業　不動産分譲事業　11.4%11.4%（（--2.92.9PP））

件数 金額
（百万円）

粗利益
粗利益率

(％)
件数 金額

（百万円）
粗利益

粗利益率
(％)

　戸建住宅 3,002 105,085 14,368 13.7% 2,356 86,436 9,169 10.6%

　土　　　地 253 9,229 1,944 21.1% 182 6,487 1,427 22.0%

（土地分譲） （100） (5,142) (1,208) (23.5％) (146) (5,202) (1,239) (23.8%)

（建築条件付売地） （153） (4,086) (736) (18.0%) (36) (1,284) (187) (14.6%)

　マンション 2 232 56 24.2% 178 5,361 646 12.1%

中古再生住宅 - - - - 61 1,480 165 11.2%

小　計 3,257 114,547 16,368 14.3% 2,777 99,766 11,408 11.4%

　請負工事収入 3,634 2,630

　賃貸収入 205 500

　その他 281 294

118,669 103,191

不 動 産
分譲事業

その他
事業

合　計

07/1 08/1
（連 結 ベ ー ス 比 較 ）

件 数 金 額
（百 万 円 ）

粗 利 益
粗 利 益 率

(％ )

-646 -18,649 -5,199 -3.1P

-71 -2,741 -517 +0.9P

46 60 31 +0.3P

-117 -2,801 -548 -3.4P

176 5,129 590 -12.1P

61 1,480 - -

-480 -14,780 -4,960 -2.9P

-1,004

294

12

-15,478

増 減
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◆エリア別考察（戸建住宅◆エリア別考察（戸建住宅）①）①

856

735

980

732 697
660

469

220
0 9

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

棟
数

東京 埼玉 神奈川 千葉 中京

販売棟数

07/1

08/1

37,359
33,642

27,304

20,852

25,19425,288

15,227

6,344
0 307

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

売
上
額

（
百
万
円

）

東京 埼玉 神奈川 千葉 中京

エリア別売上 07/1

08/1

販売棟数販売棟数　　　　　　▲▲646646棟（対前期増減率▲棟（対前期増減率▲21.521.5％）％）

　　　　神奈川エリア（▲神奈川エリア（▲3737棟）棟）以外で販売以外で販売が低迷が低迷

東京東京▲▲121121棟、埼玉▲棟、埼玉▲248248棟、千葉▲棟、千葉▲249249棟棟

売上高売上高　　　　　　　　▲▲18,64918,649百万円（対前期増減率▲百万円（対前期増減率▲17.717.7％％））

　　　　千葉エリアに千葉エリアにおいておいて8,8828,882百万円百万円の大幅の大幅減少減少

販売棟数 （単位：棟）

07/1 08/1 増減 増減率
（％）

東 京 856 735 -121 -14.1
埼 玉 980 732 -248 -25.3
神 奈 川 697 660 -37 -5.3
千 葉 469 220 -249 -53.1
中 京 - 9 +9 -
合 計 3,002 2,356 -646 -21.5
売上 （単位：百万円）

07/1 08/1 増減

東 京 37,359 33,642 -3,716
埼 玉 27,304 20,852 -6,452
神 奈 川 25,194 25,288 +94
千 葉 15,227 6,344 -8,882
中 京 - 307 +307
合 計 105,085 86,436 -18,649
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4,364
4,577

2,786
2,848

3,614
3,831

3,246
2,884

0

3,416

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平
均
販
売
価
格

（
万
円

）

東京 埼玉 神奈川 千葉 中京

平均販売価格と売上総利益率

07/1

08/1

◆エリア別考察（戸建住宅◆エリア別考察（戸建住宅）②）②

平均販売価格平均販売価格　　　　　　　　前期比　前期比　+168+168万円万円　　　　　　　　　　
　　東京エリアにおいて　　東京エリアにおいて212212万円万円、神奈川エリアにおいて、神奈川エリアにおいて216216万万円の増加円の増加

　　　　

売上総利益売上総利益　　　　　　　　　　　　▲▲5,1835,183百万円（▲百万円（▲3.13.1PP））

　　　　東京エリア▲東京エリア▲2.22.2PP、、埼玉エリア▲埼玉エリア▲4.74.7PP、、千葉エリア▲千葉エリア▲4.54.5PPと大きくと大きく

　減少した結果、全エリア平均　減少した結果、全エリア平均10.610.6％（前年比▲％（前年比▲3.13.1PP))

10.2

14.9

11.8

14.6

14.4

10.69.9

12.5

9.6

売

上

総

利
益

率

（
％

）

07/1

08/1

平均販売価格 （単位：万円）

07/1 08/1 増減

東 京 4,364 4,577 +212
埼 玉 2,786 2,848 +62
神 奈 川 3,614 3,831 +216
千 葉 3,246 2,884 -362
中 京 - 3,416 -
合 計 3,500 3,668 +168

売上総利益（率） （単位：百万円）

07/1 08/1 増減

4,426 3,222 -1,197
11.8% 9.6% -2.2P

4,071 2,128 -1,939
14.9% 10.2% -4.7P

3,679 3,157 -519
14.6% 12.5% -2.1P

2,190 628 -1,560
14.4% 9.9% -4.5P

- 32 +32
- 10.6% -

14,368 9,169 -5,183
13.7% 10.6% -3.1P

合 計

東 京

埼 玉

神 奈 川

千 葉

中 京
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販売区画数 （単位：区画） 平均販売価格 （単位：万円）

07/1 08/1 増減 07/1 08/1 増減

東 京 100 39 -61 東 京 4,012 10,872 +6,859
埼 玉 89 132 +43 埼 玉 2,193 1,384 -808
神 奈 川 37 5 -32 神 奈 川 5,277 2,641 -2,635
千 葉 27 3 -24 千 葉 4,858 5,401 +542
中 京 - 3 +3 中 京 - 4,200 -
合 計 253 182 -71 全エリア平均 3,647 3,564 -83

売上 （単位：百万円） 売上総利益（率） （単位：百万円）

07/1 08/1 増減 07/1 08/1 増減

655 870 +215
16.3% 20.5% +4.2P

483 488 +4
24.8% 26.7% +1.9P
440 20 -420

22.6% 15.1% -7.5P

365 32 -332
27.8% 20.1% -7.7P

- 16 +16
- 12.9% -

1,944 1,427 -517
21.1% 22.0% +0.9Ｐ

（注2）07/1の神奈川エリアには、マンション用地（本厚木）を含んでおります。

中 京 - 126 +126

（注1）08/1の東京エリアには、マンション用地を含んでおります。

東 京

埼 玉

神 奈 川

千 葉

合 計

4,012

1,952

1,952

9,229

4,240

1,827

132

162

6,487

-1,1491,311

-2,741 合 計

+227

-124

-1,820

東 京

埼 玉

神 奈 川

千 葉

中 京

◆エリア別売上高・売上総利益の対比（土地分譲）◆エリア別売上高・売上総利益の対比（土地分譲）
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◆要因分析◆要因分析

土地仕入から販売までの日数土地仕入から販売までの日数　　
　　　　06/1 06/1 （（256256日）日） ⇒⇒ 07/107/1（（333333日）日） ⇒⇒ 08/108/1（（351351日）日） ：： 06/106/1と比べてと比べて 9595日増加日増加

　　　　＊ほぼ１年となっている＊ほぼ１年となっている

5757期期の販売物件のの販売物件の多くが、立地・価格・供給個数等の需要にマッチ多くが、立地・価格・供給個数等の需要にマッチ

していなかったため、販売が長期化し価格調整を余儀なくされた。していなかったため、販売が長期化し価格調整を余儀なくされた。

売上総利益の低下、販売棟数の減少へと悪循環に繋がっていった売上総利益の低下、販売棟数の減少へと悪循環に繋がっていった

06/1 07/1 08/1

販売棟数 3,647 3,002 2,356

土地仕入から
販売までの期間（日）

256 333 351

赤字物件棟数 175 162 237

赤字物件の割合 4.8％ 5.4％ 10.1％

赤字額（百万円） -290 -209 -396

売上総利益率 13.3％ 13.7％ 10.6％

完成完成33ヶ月以内の販売ヶ月以内の販売　　
　　　直近　直近14%14%をを確保確保
　　⇒　　⇒ 建物完成後建物完成後33ヵ月以内ヵ月以内の販売割合を上昇させるの販売割合を上昇させる

収益性・販売棟数回復のポイントになる収益性・販売棟数回復のポイントになる

販売を軸に販売を軸に 基本ビジネスモデル基本ビジネスモデルへへ

　　　　11：：顧客顧客の感度が出る、青田、完成直後での販売にコスト・人員をの感度が出る、青田、完成直後での販売にコスト・人員を集中集中

　　
22：市場：市場動向に合わせたタイムリーな価格動向に合わせたタイムリーな価格設定に設定により、販売能力をより、販売能力を高め高めるる　　　　

　　　　
33：：販売販売能力に合わせた仕入数確保を実現能力に合わせた仕入数確保を実現

　　　　
44：：仕入仕入決済後早期着工を徹底させ、土地仕入から販売まで決済後早期着工を徹底させ、土地仕入から販売までのの
　　平均　　平均経過経過日数日数をより短くをより短くするする

　　55：：0606/1/1期の期の256256日日のベースに改善させることを目標のベースに改善させることを目標

　　　　

過剰感のある長期在庫の処分過剰感のある長期在庫の処分

　　　　収益の高い在庫とミックスさせながら、収益の高い在庫とミックスさせながら、価格調整価格調整　　
　　 ににより早期に処分より早期に処分

直近直近33ヵ年の推移ヵ年の推移

完成後の販売状況と売上利益率完成後の販売状況と売上利益率

販売棟数(棟) 粗利益率 販売棟数(棟) 粗利益率

完成３ヵ月以内 1,499 17.0％ 1,161 13.8％

完成４ヵ月～６ヵ月 722 12.9％ 792 8.8％

完成６ヵ月超 781 7.7％ 422 4.0％

合計 3,002 13.7% 2,356 10.6%

07/1 08/1
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◆販売費及び一般管理費◆販売費及び一般管理費

販売費販売費及び一般及び一般管理費の減少管理費の減少　　　　　　　　　　▲▲1,2881,288百万円（百万円（▲▲11.011.0％％））

支払手数料の減少支払手数料の減少 　　 　　 ▲▲296296百万円（百万円（▲▲14.814.8％％））
広告広告宣伝費の減少宣伝費の減少 　　 ▲▲465465百万円（百万円（▲▲15.915.9％％））
人件費人件費等の減少等の減少 　　 ▲▲182182百万円（百万円（▲▲ 5.35.3％％））
そのその他経費の他経費の減少減少 　　　　 　▲　▲343343百万円（百万円（▲▲10.310.3％％））

（単位：百万円）

07/1 構成比
（％） 08/1 構成比

（％）
金額 率（％） 07/1 08/1 増減率

（％）

11,730 100.0 10,442 100.0 -1,288 -11.0 11,104 9,468 -14.7

支 払 手 数 料 2,010 17.1 1,714 16.4 -296 -14.8 2,460 1,657 -32.6

広 告 宣 伝 費 2,920 24.9 2,454 23.5 -465 -15.9 2,603 2,340 -10.1

人 件 費 3,445 29.4 3,262 31.2 -182 -5.3 2,660 2,518 -5.3

そ の 他 3,354 28.6 3,010 28.8 -343 -10.3 3,379 2,951 -12.7

（連結）

販売費及び一般管理費

（単体）増減
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◆営業外損益◆営業外損益

営業外営業外費用の費用の増加増加　　　　　　　　　　　　+465+465百万（百万（+57.4+57.4％）％）
　　　　
　　・借入平均残高（当期）　　・借入平均残高（当期）
　　　　　　　　 76,89976,899百万円百万円 （前期比（前期比 +26,281+26,281百万円百万円））

　　・平均支払利率　　・平均支払利率
　　　　　　　　 1.251.25％％ （前期比（前期比 +0.27+0.27％％）　＊前期（）　＊前期（0.980.98％％））

　　・コミットメントライン手数料を含む借入金支払利率　　・コミットメントライン手数料を含む借入金支払利率
　　　　　　　　 1.511.51％％　＊前期（　＊前期（1.351.35％％））

経常利益経常利益　　　　　　　　　　　　
　　866866百万円百万円 （前期比（前期比 ▲▲82.882.8％％））
　＊当初計画比　＊当初計画比 ▲▲5,8735,873 百万円（百万円（▲▲87.187.1％％））

経常利益率経常利益率
経常利益率経常利益率 0.80.8％％ （前期比（前期比 ▲▲3.43.4PP ））

　＊　＊前期前期 4.24.2％％

特別利益特別利益　　　　　　
　　 ・投資有価証券売却益　・投資有価証券売却益　+365+365百万円百万円

特別損失特別損失　　　　　　
　　 ・投資有価・投資有価証券評価損証券評価損　　+198+198百万円百万円
　　 ・販売用不動産評価損　・販売用不動産評価損　+442+442百万円百万円

当期純利益当期純利益　　　　　　
　　 4343百万円百万円 （前期比（前期比 ▲▲98.398.3％％））
　　 ＊当初計画比＊当初計画比 ▲▲3,8863,886百万円百万円 （▲（▲98.998.9％％））

当期純利益率当期純利益率
純利益率純利益率 0.00.0 ％（％（前期比前期比 ▲▲2.22.2PP ））

　＊　＊前期前期 2.22.2％％

（単位：百万円）

07/1 08/1 金額 率（％） 07/1 08/1 増減率
（％）

93 62 -31 -33.2 112 87 -22.3

811 1,277 465 +57.4 789 1,238 +56.8

497 967 469 +94.4 492 938 +90.6

185 196 10 +5.9 185 196 +5.9

営 業 外 費 用

支 払 利 息

増減（連結） （単体）

営 業 外 収 益

融 資 手 数 料
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◆たな卸資産の推移◆たな卸資産の推移

販売用不動産販売用不動産　　　　　　　　　　1,3271,327件（前期末比件（前期末比 +573+573件件））

　　　　44,36244,362百万円（前期末比百万円（前期末比 +22,918+22,918百万円）百万円）　　　　　　　　

仕掛販売用不動産仕掛販売用不動産　　　　2,9002,900件件（前期末比▲（前期末比▲921921件件））

　　　　53,56453,564百万円（前期末比百万円（前期末比 ▲▲5,5145,514百万円）百万円）

04/7 05/1 05/7 06/1 06/7 07/1 07/7 08/1
販売用不動産 12,013 14,629 23,885 30,080 20,556 21,444 34,011 44,362
仕掛販売用不動産 43,856 46,992 53,626 42,810 41,859 59,078 56,913 53,564
未成工事支出金 6,701 6,675 7,757 5,887 4,742 6,360 5,522 4,823

たな卸資産の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

04/7 05/1 05/7 06/1 06/7 07/1 07/7 08/1

百万円

販売用不動産

仕掛販売用不動産

未成工事支出金

（（単位：百万円）単位：百万円）

半期毎の期末在庫状況 （単位：件）

06/7 07/1 07/7 08/1
戸建 683 678 943 1,016

ﾏﾝｼｮﾝ - 76 94 287
中古再生住宅 - - 3 24

合計 683 754 1,040 1,327
戸建 2,827 2,677 2,440 2,281

ﾏﾝｼｮﾝ 492 1,144 919 604
中古再生住宅 - - 33 15

合計 3,319 3,821 3,392 2,900
戸建 3,510 3,355 3,383 3,297

ﾏﾝｼｮﾝ 492 1,220 1,013 891
中古再生住宅 - - 36 39

合計 4,002 4,575 4,432 4,227

販売用
不動産

仕掛販売用
不動産

合計
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◆エリア別在庫数（戸建）◆エリア別在庫数（戸建）

販売用不動産の状況販売用不動産の状況　　　　　　　　　　　　1,0161,016棟（前期末比棟（前期末比 +338+338棟棟））　　　　　　
　主に東京エリアにおいて　主に東京エリアにおいて241241棟の増加　棟の増加　

仕掛販売用不動産の状況仕掛販売用不動産の状況　　　　　　2,2812,281棟棟（前期末比（前期末比 ▲▲396396棟棟））
　東京エリアにおいて　東京エリアにおいて114114棟棟の増加の増加

　　　　　　　　　　

たな卸資産の合計数たな卸資産の合計数　　　　　　　　　　　　3,2973,297棟棟（前期末比（前期末比 ▲▲5858棟棟））
　埼玉、千葉エリアで在庫が減少　埼玉、千葉エリアで在庫が減少
　東京エリアにおいては　東京エリアにおいては355355棟棟の増加　　　　　の増加　　　　　

販売用不動産 (単位： 棟)

06/1 07/1 08/1 前年との
増減

東 京 329 99 340 +241 
埼 玉 309 319 387 +68 
神 奈 川 159 157 171 +14 
千 葉 202 103 118 +15 
中 京 - - - -
合 計 999 678 1,016 +338 

仕掛販売用不動産 (単位： 棟)

06/1 07/1 08/1 前年との
増減

東 京 646 813 927 +114 
埼 玉 1,162 911 517 -394
神 奈 川 686 614 550 -64
千 葉 412 339 206 -133
中 京 - - 81 +81 
合 計 2,906 2,677 2,281 -396

販売用不動産及び仕掛販売用不動産 (単位： 棟)

06/1 07/1 08/1 前年との
増減

東 京 975 912 1,267 +355 
埼 玉 1,471 1,230 904 -326
神 奈 川 845 771 721 -50
千 葉 614 442 324 -118
中 京 - - 81 +81 
合 計 3,905 3,355 3,297 -58 
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◆大規模分譲物件◆大規模分譲物件状況（引渡しベース）状況（引渡しベース）

大規模プロジェクト大規模プロジェクト

マンションプロジェクトマンションプロジェクト

総区画数総区画数　　 475475区画区画

販売済棟数販売済棟数　　 225225棟棟

進捗率進捗率　　 47%47%　　

売上高売上高　　 4,7964,796百万百万　　

売上総売上総利益　利益　 871871百万百万

売上総売上総利益率利益率　　 18.1%18.1%

総戸数総戸数　　 459459戸戸

販売済戸数販売済戸数　　 178178戸戸

進捗率進捗率　　 39%39%　　

売上高売上高　　 5,3615,361百万百万

売上総売上総利益　利益　 647647百万百万

売上総売上総利益率利益率　　 12.1%12.1%

プロジェクト名 所在地 区画数 販売棟数

月桂の杜 埼玉県北葛飾郡鷲宮町 114 71棟

ブルーミングガーデン
“Ｅｃｏ　野木”

栃木県下都賀郡野木町 175 101区画

ブルーミングガーデン
伊勢崎市 保泉広瀬

群馬県伊勢崎市 120 47棟

ブルーミングガーデン
多摩市中沢

東京都多摩市中沢 66 6棟

プロジェクト名 所在地 総戸数 販売戸数

流山西平井ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県流山市 84 57戸

相武台前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 神奈川県座間市相武台 76 76戸

海浜幕張ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 千葉県千葉市美浜区 37 9戸

多摩中沢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 東京都多摩市中沢 148 15戸

千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ小倉台
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

千葉県印西市小倉台 114 21戸
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◆◆B/SB/S要旨（連結）要旨（連結）

借入金借入金合計合計　　81,10581,105百万円百万円 （前期末比（前期末比 +23,573+23,573百万円百万円））　　　　　　　　

自己資本比率 34.8% 28.9% -5.9P
（注 1）　短期借入金には1年内返済予定長期借入金が含まれております。

（注 2）　自己株式と評価・換算差額等はその他に含めて表示しております。

有形固定資産の増加有形固定資産の増加
　・三鷹市にシルバー事業用賃貸資産を購入　・三鷹市にシルバー事業用賃貸資産を購入
　・将来の安定収益源確保のため、水戸中央マンション　・将来の安定収益源確保のため、水戸中央マンション8080戸戸等等

　　 を賃貸用を賃貸用不動産へ保有目的を変更不動産へ保有目的を変更　　　　

前渡金の減少前渡金の減少
　　マンション建築工事代金等の完成等　　　　　マンション建築工事代金等の完成等　　　　　　　
　　 　　

総資産総資産　　　　　　
　　　　たな卸資産と有形固定資産の増加により、たな卸資産と有形固定資産の増加により、 +18,367+18,367百万円百万円

自己資本比率自己資本比率　　　　　　
　　　　28.9%28.9%（（前期末比前期末比 ▲▲5.95.9PP））　　　　

07/1 08/1 増減

流動資産 97,395 112,457 +15,062
現金及び預金 6,016 6,822 +806
販売用不動産 21,444 44,362 +22,918
仕掛販売用不動産 59,078 53,564 -5,514
未成工事支出金 6,360 4,823 -1,537
前渡金 3,825 1,804 -2,021
その他 669 1,080 +410

固定資産 15,694 18,999 +3,304
有形固定資産 13,331 17,158 +3,827
無形固定資産 190 140 -49
投資その他の資産 2,172 1,699 -473

資産合計 113,089 131,456 +18,367

科　　　目

（単位：百万円）

07/1 08/1 増減

流動負債 66,244 89,521 +23,276
支払手形及び営業未払金 12,741 9,919 -2,822
短期借入金（注 1） 51,015 78,265 +27,250
未払法人税等 866 210 -655
その他 1,621 1,125 -495

固定負債 7,447 3,926 -3,521
負債合計 73,691 93,447 +19,755

科　　　目

07/1 08/1 増減

資本金 7,798 7,809 +10
資本剰余金 8,090 8,101 +10
利益剰余金 23,300 22,186 -1,114
その他（注 2） 208 -87 -295
純資産合計 39,397 38,009 -1,388

113,089 131,456 +18,367

科　　　目

負債・純資産合計
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◆キャッシュ・フロー◆キャッシュ・フロー

営業活動による営業活動によるキャッシュ・フローキャッシュ・フロー　　　　
　　主にたな卸主にたな卸資産の増加資産の増加等に等によりより ▲▲19,91519,915百万円百万円

投資活動による投資活動によるキャッシュ・フローキャッシュ・フロー
　　主に有形固定主に有形固定資産（賃貸不動産等）の取得資産（賃貸不動産等）の取得等に等によりより
▲▲1,7131,713百万円百万円　　

財務活動による財務活動によるキャッシュ・フローキャッシュ・フロー
　　主に事業用地主に事業用地仕入及び建設資金のための借入金仕入及び建設資金のための借入金等に等によりより

+22,436+22,436百万円百万円

　＊参考：第　＊参考：第5757期　決算短信　期　決算短信　1414ページページ

（単位：百万円）

07/1 08/1 増減

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー △ 11,272 △ 19,915 △ 8,642
税金等調整前当期純利益 4,732 591 △ 4,141
法人税等の支払額 △ 2,854 △ 1,288 1,565
たな卸資産の増加（△）額 △ 12,011 △ 17,379 △ 5,368
その他の流動資産の増加（△）・減少額 △ 2,500 962 3,463
仕入債務の増加・減少（△）額 1,144 △ 2,822 △ 3,967
その他の流動負債の減少（△）額 △ 186 △ 365 △ 179
その他 402 386 △ 15

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,244 △ 1,713 △ 469
有形固定資産の取得による支出 △ 1,637 △ 2,070 △ 432
投資有価証券の取得による支出 △ 3 △ 136 △ 133
投資有価証券の売却による収入 - 472 472
その他 396 20 △ 376

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 11,089 22,436 11,346
短期借入金の純増加額 1,950 17,734 15,784

　 長期借入金の借入による収入 10,825 10,815 △ 10
　 長期借入金の返済による支出 △ 478 △ 4,976 △ 4,498

株式の発行による収入 31 21 △ 10
その他 △ 1,239 △ 1,158 81

Ⅳ現金及び現金同等物の減少（△）・増加額 △ 1,427 806 2,234
Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 7,443 6,016 △ 1,427
Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 6,016 6,822 806
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◆足元の状況と◆足元の状況と20092009年１月期業績見通し年１月期業績見通し

足元の状況足元の状況足元の状況

契約棟数契約棟数
　　　　 戸　　　建戸　　　建 　　　　 400400棟棟
　　 マンション　　マンション　　 3535戸戸

契約契約金額金額 156156億円億円

（単体）

上半期 下半期 通期 前期実績

売上高 55,310 61,630 116,940 99,616
売上原価 49,730 53,530 103,260 87,680
売上総利益 5,580 8,100 13,680 11,936
販売費及び一般管理費 4,530 4,640 9,170 9,468
営業利益 1,060 3,450 4,510 2,467
営業外損益 -910 -810 -1,720 -1,151
経常利益 150 2,650 2,800 1,315
当期純利益 80 1,540 1,620 268

（連結） （単位：百万円）

上半期 下半期 通期 前期実績

売上高 58,680 66,530 125,210 103,191
売上原価 52,650 57,560 110,210 90,667
売上総利益 6,030 8,970 15,000 12,524
販売費及び一般管理費 4,880 5,230 10,110 10,442
営業利益 1,150 3,750 4,900 2,081
営業外損益 -960 -870 -1,830 -1,215
経常利益 180 2,890 3,070 866
当期純利益 90 1,710 1,800 43

戸建住宅（棟） 1,366 1,470 2,836 2,346
マンション分譲（戸） 117 89 206 178
売上総利益率（％） 10.1 13.1 11.7 12.0

（単体ベース（単体ベース 平成平成2020年年22月末現在月末現在））
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■今後の取り組み■今後の取り組み

　　　　　　Ⅱ　今後の取り組みⅡ　今後の取り組み　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表取締役社長　西野代表取締役社長　西野 弘弘））　　

　　　　　　　　　　　　 ■５８期における取り組み■５８期における取り組み
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■取締役会■取締役会の経営監視機能のの経営監視機能の強化強化

■執行■執行部門への権限部門への権限委譲委譲

◆◆執行役員制度の導入執行役員制度の導入

健全かつ変化に強い経営体制の構築健全かつ変化に強い経営体制の構築

代表取締役代表取締役 会長　会長　 佐々野　俊佐々野　俊 彦彦
代表取締役代表取締役 社長社長 西西 野野 　　 弘弘
取締役取締役 副社長副社長 柴　柴　 田　英　田　英　 夫夫
取締役取締役 三　三　 嶌　潤一郎嶌　潤一郎

経営監視機能経営監視機能

社長執行役員社長執行役員 　　　　 西西 野　　　野　　　 弘弘
副社長執行役員副社長執行役員 　柴　　柴　 田　英　田　英　 夫夫
執行役員執行役員 　　　　 　　　　　　 三　三　 嶌　潤一郎嶌　潤一郎
執行役員執行役員 　　　　　　亀　　　　　　亀 　田　元　　田　元　 司司
執行役員執行役員 　　 黒　黒　 澤　虎　澤　虎　 重重
執行役員執行役員 　　 佐　佐　 藤　哲　藤　哲　 生生
執行役員執行役員 　　 原　原　 田　政　田　政　 雪雪
執行役員執行役員 　　　　　　 荒　荒　 木木　祐　　祐　 一一

事業執行機能事業執行機能
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◆◆販売部門の強化策①販売部門の強化策①

5757期の販売低迷を受け、期の販売低迷を受け、

引き続き販売員の教育および増員増強を引き続き販売員の教育および増員増強を図る図る

●● 顧客の真の住宅購入検討動機を　顧客の真の住宅購入検討動機を　
　引き出すヒアリング力の向上　引き出すヒアリング力の向上

●●商品の信頼性をより分かりやすく　商品の信頼性をより分かりやすく　
　お伝えできるツールの徹底活用　お伝えできるツールの徹底活用

●● 販売キャリアのある土地仕入担当　販売キャリアのある土地仕入担当　
　を大幅に販売へシフトし、自社販売　を大幅に販売へシフトし、自社販売
　件数の増加を図る　件数の増加を図る

●● 週末事前案内数を週末事前案内数をKPIKPIに設定しに設定し、　、　

　行動量　行動量のの徹底監視徹底監視を実行するを実行する

教　育教　育 販売員の増強販売員の増強
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◆◆販売部門の強化策②販売部門の強化策②

戸建在庫数と販売・利益のコントロールを強化戸建在庫数と販売・利益のコントロールを強化
大きく収益性が改善する状態を実現大きく収益性が改善する状態を実現

上半期　　　利益水準は厳しいが、長期在庫を目標水準まで軽減上半期　　　利益水準は厳しいが、長期在庫を目標水準まで軽減

下半期　　　上半期と同等数の下半期　　　上半期と同等数の販売件数販売件数でありながら、大きく収益性がでありながら、大きく収益性が
　　　　　　　　改善する状況を実現していく　　　　　　　　改善する状況を実現していく

●● 市場環境の厳しさもあり、早期に大幅　市場環境の厳しさもあり、早期に大幅　
　な　な販売件数販売件数伸張は困難伸張は困難

●● 当面は土地仕入を抑制し、多少過剰感当面は土地仕入を抑制し、多少過剰感
　のある仕入済在庫を　のある仕入済在庫を２０％程度削減２０％程度削減

●● 利益の多く取れる新鮮な在庫からの利益の多く取れる新鮮な在庫からの販販
売件数売件数を、自社を、自社販売中心販売中心に伸張させるに伸張させる

●● 同時に利益の見込めない長期在庫を　同時に利益の見込めない長期在庫を　
　減らしながら徐々に収益性を向上させる　減らしながら徐々に収益性を向上させる

在庫水準在庫水準 販売・利益のコントロール販売・利益のコントロール
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◆◆マンション分譲マンション分譲

収益率よりも回収に重点を置き収益率よりも回収に重点を置き
たな卸資産の減少に大きく貢献させるたな卸資産の減少に大きく貢献させる

マンション分譲マンション分譲 完成済住戸の完成済住戸の
早期販売が重要早期販売が重要

郊外部郊外部エリアエリアにおける市場の厳しさを受け、における市場の厳しさを受け、
利益率の劣化は避けられない利益率の劣化は避けられない

利益率よりも回収に重点を置き、利益率よりも回収に重点を置き、
たな卸たな卸資産資産の減少に貢献させるの減少に貢献させる

販売用不動産（全体）

80%

20%マンション分譲

戸建分譲住宅

戸建分譲戸建分譲事業事業
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◆◆環境共生住宅環境共生住宅

環境共生住宅システム認定を活かし環境共生住宅システム認定を活かし
「安全で安心な品質の住宅」に更なる付加価値「安全で安心な品質の住宅」に更なる付加価値

財団法人財団法人 建築環境・省エネルギー機構建築環境・省エネルギー機構

　　　環境共生住宅システム認定を取得　　　環境共生住宅システム認定を取得

「「BloomingBlooming・・Garden EcoGarden Eco」」

適用件数において明確な数値目標を定め、適用件数において明確な数値目標を定め、

　　当社の強みである「安全で安心な品質の住宅」　　当社の強みである「安全で安心な品質の住宅」
　　

を更に市場にアピールを更に市場にアピール

環境共生住宅認定環境共生住宅認定
（ 社 内 審 査 ・ 認 定 ）（ 社 内 審 査 ・ 認 定 ）

東栄住宅東栄住宅
のの

取り組み取り組み ＩＳＯ９００１取得ＩＳＯ９００１取得
（第三者機関審査・認証）（第三者機関審査・認証）

住 宅 性 能 表 示住 宅 性 能 表 示
（第三者機関検査・評価）（第三者機関検査・評価）

社会との共生・環境リスクに関する意識向上と
『環境に配慮したものづくり』の徹底

『安全・安心なものづくり』の徹底 品質マネジメントシステムの
維持・管理・改善による

『品質確保』の徹底
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◆◆グループ事業の展開グループ事業の展開

　　　　　　主体主体業務業務
　　　　　●　　　　　● アフターサービス、定期点検業務の維持管理アフターサービス、定期点検業務の維持管理

　　　　　　領域拡大領域拡大
　　　　　●　　　　　●リフォームリフォーム・賃貸管理・・賃貸管理・法人請負等法人請負等

ティ・ジェイティ・ジェイ ホームサービス（株）ホームサービス（株）

ブルーミング・ガーデン住宅販売（株）ブルーミング・ガーデン住宅販売（株）

　　　　　　首都圏首都圏
　　　　　●　　　　　● 東栄住宅経由で発生する買い替え顧客の物件の東栄住宅経由で発生する買い替え顧客の物件の

　　　　　　買取　　買取再生販売と一部仲介に特化　　再生販売と一部仲介に特化　　

　　　　　　中京中京地区地区
　　　　　●　　　　　● 現在の在庫の軽減を図りながら、現在の在庫の軽減を図りながら、

　　　　　　今期中　　今期中に在庫・販売のバランスをに在庫・販売のバランスを整える整える
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◆◆中長期事業戦略中長期事業戦略

当社の強みである「戸建分譲」・「施工技術」を活かし当社の強みである「戸建分譲」・「施工技術」を活かし
社会的な存在意義の高い安定した事業を構築する社会的な存在意義の高い安定した事業を構築する

●● シニア事業シニア事業
　　

日常コミュニケーションの充実日常コミュニケーションの充実
入居者の自立生活支援入居者の自立生活支援

を主眼においた商品・仕組みの提供を主眼においた商品・仕組みの提供

●● 街つくり街つくり
　　

共通の価値観を持った共通の価値観を持った
様々な様々な世代、収入層、ライフスタイル世代、収入層、ライフスタイル
を持った人々が集えるような街を持った人々が集えるような街づづくりくり

中古戸建の買取再生販売・戸建賃貸事業中古戸建の買取再生販売・戸建賃貸事業

強みを活かし、中古戸建の強みを活かし、中古戸建の買取買取再生販売、再生販売、
潜在的ニーズのある戸建賃貸事業の潜在的ニーズのある戸建賃貸事業の

可能性を探る可能性を探る

中古戸建の買取再生販売・戸建賃貸事業中古戸建の買取再生販売・戸建賃貸事業 街街 づづ くく りり

シシ ニニ アア 事事 業業 ““あったらいいなあったらいいな””

ニッチな市場・商品ニッチな市場・商品
数多く手がける数多く手がける

大きく変化して大きく変化していいくく
実需の住宅ニーズに応えていく実需の住宅ニーズに応えていく
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質質 疑疑 応応 答答
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本日は御出席いただき、誠にありがとうございました本日は御出席いただき、誠にありがとうございました

今後とも、何卒変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます今後とも、何卒変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます

お問い合わせ先

株式会社東栄住宅　経営企画室広報課

TEL　042-463-8845　FAX　042-466-4522

Touei Housing Corporation Touei Housing Corporation 

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の
業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものであります。将来の
業績は、経営環境等の変化に伴い、目標対比変化し得ることにご留意ください。
また、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目
的として作成したものではありません。


