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                             （百万円未満切捨て） 

１．平成20年８月期第３四半期の連結業績（平成19年９月１日～平成20年５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８月期第３四半期  22,325 （97.7） 355  （59.9） 93 （△61.7） △822  （－）

19年８月期第３四半期 11,293 （95.9） 222    （－） 245    （－） 185  （－）

(参考)19年８月期 25,656    (－) 951   （－） 815     （－） 613  （－）

 

 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８月期第３四半期 △104    64 －  － 

19年８月期第３四半期 25    96 －  － 

(参考)19年８月期 84    50 －  － 

 

（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８月期第３四半期 15,483    2,643    16.7   329    17 

19年８月期第３四半期 12,861    2,850    21.5   386    47 

(参考)19年８月期 20,600    4,287    17.4   455    22 

 

（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８月期第３四半期 1,562    △1,978    △852   3,193  

19年８月期第３四半期 △2,290    244    △333   2,746  

(参考)19年８月期 △348    67    △382     4,461    

 

２．配当の状況 

  １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 

 円    銭

19年８月期第３四半期 －    

20年８月期第３四半期 －    
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３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日～平成20年８月31日） 【参考】 

（％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 28,690    11.8 741  △22.1 437  △46.4 △366     －  －     －

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の移動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動） ： 有 

    新規 ２社 （社名 株式会社明野住宅、 

株式会社明野工務店） 

除外   ２社 （社名 株式会社ディベックス、 

株式会社明野工務店） 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：  無 

(3) 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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定
な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値を異なる場合があり
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３四半期の我が国経済は、輸出が緩やかに減少し、鉱工業生産が弱含みに推移、企業の業況判断は慎重さ

が増し、倒産件数が緩やかに増加、また物価の上昇傾向により消費者マインドが悪化する等、景気が足踏み状態

にあり、一部に弱い動きも見られます。 

更に、サブプライム住宅ローン問題を背景とする米国の景気後退懸念や株式・為替市場の変動、原油をはじめ

とする商品市況の高騰等により、先行きの景気動向に下振れリスクが高まってきております。 

このような状況下、当社グループはコアである住宅リフォーム事業において、環境をテーマとした新規事業と

新商品開発に経営資源を傾注しておりますが、新規事業である株式会社サンテックの太陽光発電システムの施

工・販売とともに、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の技術ライセンスを受けて開発され、４月から取扱いを開始

した遮熱・断熱塗装工事の売上が貢献し、事業は順調に推移しております。 

以上の結果、当第３四半期につきましては、売上高 223 億 25 百万円、営業利益は３億 55 百万円、経常利益

93百万円、四半期純損失は８億22百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末の総資産は、154億83百万円となり前連結会計年度末比51億16百万円の減少となりました。

その内訳は以下の通りであります。 

  当第３四半期末の流動資産は、99億86百万円となり前連結会計年度末比67億74百万円の減少となりました。

主な要因は、連結子会社の減少等によりたな卸資産が60億92百万円減少したことによるものであります。 

  当第３四半期末の固定資産は、54億97百万円となり前連結会計年度末比16億58百万円の増加となりました。

主な要因は、連結子会社の増加に伴う土地建物の増加９億27百万円、長期性預金の預入による増加５億58百万

円によるものであります。 

当第３四半期末の流動負債及び固定負債は、128 億 40 百万円となり前連結会計年度末比34億 72 百万円の減

少となりました。主な要因は、連結子会社の減少に伴う短期借入金及び長期借入金が29億28百万円減少したこ

とによるものであります。 

当第３四半期末の純資産は、26億 43百万円となり前連結会計年度末比16億 43百万円の減少となりました。

主な要因は、当第３四半期純損失を８億22百万円計上したことや、連結子会社の減少に伴う少数株主持分が６

億53百万円減少したことによるものであります。 

 

（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億68百万円減少し、31億93百

万円となりました。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） 

  営業活動により得られた資金は、15億62百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を９

億86百万円計上した一方、連結子会社の減少等に伴いたな卸資産が24億４百万円減少したことによるものであ

ります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により使用した資金は、19億78百万円となりました。これは主に、短期貸付金及び長期貸付金の貸

付による支出７億60百万円、連結子会社の取得や事業譲受による支出８億95百万円等が生じたことによるもの

であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により使用した資金は、８億52百万円となりました。これは主に、連結子会社の減少等による短期

借入金の減少額 49 億 13 百万円、長期借入金の借入による収入 66 億 72 百万円、長期借入金の返済による支出

24億54百万円、配当金の支払額１億56百万円等によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当期の業績予想につきましては、、平成20年４月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の移動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動） 

  平成 19 年９月 26 日に株式会社明野住宅の全株式を取得したことにより子会社化致しました。また、株

式会社明野住宅の株式取得により、同社の100％子会社である株式会社明野工務店も当社の連結対象となり

ました。なお、株式会社明野工務店は、平成20年５月９日に株式会社明野住宅に吸収合併されております。 

  また、平成 20 年４月 16 日付けで、当社所有の株式会社ディベックスの全株式を東洋ワーキング株式会

社に譲渡しており、同社は、当第３四半期から当社の連結対象より除外されております。この連結除

外により、当第３四半期末の資産及び負債は、第２四半期末に比べて、次のとおり減少しております。 

 

（ご参考）株式会社ディベックスの連結除外による影響額 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額 

流動資産 4,639,628 流動負債 2,470,941 

現金及び預金 286,746 短期借入金 2,355,998 

たな卸資産 4,268,050 その他 114,943 

その他 84,832 固定負債 1,689,920 

固定資産 69,178 長期借入金 1,449,631 

有形固定資産 14,905 社債 200,000 

無形固定資産 4,472 その他 40,289 

投資その他の資産 49,802   

資産合計 4,708,806 負債合計 4,160,861 

 

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  該当事項はありません。 

 

(3) 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。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

 （1）（要約）四半期連結貸借対照表                         （単位：千円、％）  

前年同四半期 

（平成19年８月期

第３四半期末）

当四半期 

（平成20年８月期 

第３四半期末) 

増 減 
（参考）前期 

（平成19年８月期）

期   別 

 

 

科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産     

1 現金及び預金 2,746,092 3,243,528 497,435 18.1 4,461,963 

2 受取手形及び売掛金 144,493 430,711 286,217 198.1 426,195 

3 完成工事未収入金 1,000,333 1,293,852 293,519 29.3 1,101,729 

4 たな卸資産 4,460,142 3,760,799 △699,342 △15.7 9,853,227 

5 その他 1,359,299 1,257,170 △102,129 △7.5 917,854 

 流動資産合計 9,710,362 9,986,062 275,700 2.8 16,760,970 

Ⅱ 固定資産      

1 有形固定資産 1,226,828 1,874,491 647,663 52.8 1,232,482 

2 無形固定資産 886,152 1,595,933 709,780 80.1 1,232,449 

3 投資その他の資産 1,038,028 2,027,414 989,385 95.3 1,374,716 

 固定資産合計 3,151,009 5,497,838 2,346,829 74.5 3,839,647 

   資産合計 12,861,371 15,483,901 2,622,529 20.4 20,600,617 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

1 工事未払金 1,318,289 1,811,776 493,486 37.4 1,458,402 

2 短期借入金 4,618,216 4,544,020 △74,196 △1.6 8,737,258 

3 その他 2,382,735 2,381,670 △1,064 0.0 3,128,720 

 流動負債合計 8,319,241 8,737,467 418,225 5.0 13,324,381 

Ⅱ 固定負債      

1 社債 － － － － 200,000 

2 長期借入金 1,533,292 3,842,713 2,309,421 150.6 2,577,945 

3 その他 158,125 260,574 102,449 64.8 211,263 

  固定負債合計 1,691,417 4,103,287 2,411,870 142.6 2,989,208 

   負債合計 10,010,658 12,840,754 2,830,096 28.3 16,313,590 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1 資本金 1,005,120 1,211,620 206,500 20.5 1,211,620 

2 資本剰余金 712,348 918,848 206,500 29.0 918,848 

3 利益剰余金 1,053,504 501,725 △551,778 △52.4 1,481,217 

  株主資本合計 2,770,972 2,632,193 △138,778 △5.0 3,611,685 

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 △5,420 △46,270 △40,849 753.6 △35,490 

評価・換算差額等合計 △5,420 △46,270 △40,849 753.6 △35,490 

Ⅲ 少数株主持分 85,161 57,223 △27,938 △32.8 710,832 

  純資産合計 2,850,713 2,643,146 △207,566 △7.3 4,287,027 

  負債、純資産合計 12,861,371 15,483,901 2,622,529 20.4 20,600,617 
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 （2）（要約）四半期連結損益計算書                        （単位：千円、％）  

前年同四半期 

（平成19年８月期

第３四半期末）

当四半期 

（平成20年８月期

第３四半期末）

増 減 
（参考）前期 

平成19年８月期

期   別

 

科  目 金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 11,293,260 22,325,603 11,032,343 97.7 25,656,062 

Ⅱ 売上原価 8,025,013 17,503,905 9,478,891 118.1 20,409,128 

    売上総利益 3,268,246 4,821,697 1,553,451 47.5 5,246,933 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,045,729 4,465,929 1,420,200 46.6 4,295,336 

    営業利益 222,517 355,768 133,250 59.9 951,597 

Ⅳ 営業外収益 92,747 51,310 △41,437 △44.7 87,943 

Ⅴ 営業外費用 69,961 313,122 243,161 347.6 223,719 

    経常利益 245,303 93,955 △151,348 △61.7 815,821 

Ⅵ 特別利益 14,293 29,926 15,633 109.4 49,381 

Ⅶ 特別損失 8,414 1,110,645 1,102,230 13,100.0 113,538 

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（△） 

251,182 △986,763 △1,237,945 － 751,664 

   法人税等 58,120 213,596 155,476 267.5 134,961 

   少数株主利益又は 

  少数株主損失（△） 
7,322 △378,272 △385,595 － 3,249 

   四半期（当期）純利益又は

  四半期（当期）純損失（△）
185,739 △822,087 △1,007,826 － 613,453 
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 （3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書                    （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成19年８月期 

  第３四半期末）

当四半期 

（平成20年８月期 

  第３四半期末） 

（参考）前期 

平成19年８月期 

期  別

区  分 金  額 金  額 金  額 

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 251,182 △986,763 751,664 

  減価償却費 120,806 102,232 160,651 

  のれん償却費 37,999 545,716 64,337 

  賞与引当金の増減額 44,488 35,457 13,912 

  貸倒引当金の増減額 △1,988 △7,038 △27,235 

  受取利息及び受取配当金 △41,539 △28,940 △50,543 

  支払利息 66,165 249,783 145,878 

  たな卸資産廃棄損 － 7,166 4,464 

  貸倒損失 － 135,000 － 

  たな卸資産評価損 － 518,763 － 

 固定資産売却益 △2,271 △191 △2,358 

 固定資産売却損 － 8,430 － 

 固定資産除却損 61 29,236 49,260 

 投資有価証券売却益 △9,205 △13,000 △44,205 

 投資有価証券売却損 6,173 0 6,076 

 売上債権の増減額 46,741 △240,585 △336,356 

 たな卸資産の増減額 △2,851,910 2,404,918 △1,985,074 

 前渡金の増減 △1,072,398 89,302 △201,831 

 仕入債務の増減額 218,758 87,867 △233,718 

未成工事受入金の増減額 690,262 △426,375 307,540 

 未払金の増減額 14,215 74,858 253,892 

 前受金の増減額 3,215 △825,520 865,972 

 その他 253,563 62,796 86,330 

小 計 △2,225,681 1,823,115 △171,343 

 利息及び配当金の受取額 39,524 19,270 49,471 

 利息の支払額 △64,901 △241,725 △150,696 

 法人税等の支払額 △38,941 △37,694 △75,986 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,290,000 1,562,965 △348,555 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

  投資有価証券の売却による収入 713,534 115,189 758,534 

  投資有価証券の購入による支出 △530,771 △215,437 △531,670 

  有価固定資産の売却による収入 8,038 57,824 15,882 

  有形固定資産の取得による支出 △84,985 △72,688 △78,767 

  無形固定資産の取得による支出 △69 △96,600 △24,570 

  定期預金の解約による収入 50,000 － 50,000 

  定期預金の預入による支出 － △379,980 － 

差入敷金・保証金の返還による収入 14,669 135,348 44,592 

差入敷金・保証金の預入による支出 △28,734 △88,805 △206,491 

  短期貸付金の回収による収入 48,729 77,984 98,200 

短期貸付金の貸付による支出 △53,000 △570,288 △105,000 

長期貸付金の回収による収入 135,950 113,394 30,316 

長期貸付金の貸付による支出 △231,727 △189,864 △141,295 

  連結子会社の取得による支出 △6,118 △125,060 △65,194 

  連結子会社の売却による収入 － 27,874 － 

  事業譲受による収入 266,541 － 266,541 

事業譲受による支出 － △700,000 － 

子会社株式の追加取得による支出 － △70,000 － 

 その他 △58,000 2,243 △43,932 

投資活動によるキャッシュ・フロー 244,058 △1,978,865 67,143 
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期  別

区  分 

前年同四半期 

（平成19年８月期 

  第３四半期末）

当四半期 

（平成20年８月期 

  第３四半期末） 

（参考）前期 

平成19年８月期 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

  短期借入金の増減額 △650,000 △4,913,525 936,281 

  長期借入金の借入による収入 1,185,000 6,672,539 1,585,000 

  長期借入金の返済による支出 △761,162 △2,454,988 △3,215,732 

  株式の発行による収入 － － 409,829 

  少数株主からの払込による収入 － － 9,800 

  配当金の支払額 △107,340 △156,678 △107,340 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △333,502 △852,653 △382,161 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △2,379,443 △1,268,553 △663,573 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,125,536 4,461,963 5,125,536 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期（期末）残高 2,746,092 3,193,409 4,461,963 
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 （4）セグメント情報 

［事業の種類別セグメント別情報］ 

前年同四半期(平成19年８月期第３四半期)                      （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ 

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高    

(1)外部顧客に対

する売上高 
5,168,151 1,211,581 3,450,796 1,329,405 133,325 11,293,260 － 11,293,260

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 5,168,151 1,211,581 3,450,796 1,329,405 133,325 11,293,260 － 11,293,260

営業費用 4,558,382 1,297,721 3,264,745 1,218,649 142,681 10,482,180 588,562 11,070,743

営業利益又は 

営業損失(△) 
609,769 △86,140 186,050 110,755 △9,355 811,080 △588,562 222,517

(注)１．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

 
 
 
 
 
 
 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（588,562 千円）の主なものは、当

社グループの管理部門に係る費用であります。 

 

当四半期（平成20年８月期第３四半期）                        （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ 

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         

(1)外部顧客に対

する売上高 
8,635,678 1,672,392 10,683,770 1,260,473 73,289 22,325,603 － 22,325,603

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 8,635,678 1,672,392 10,683,770 1,260,473 73,289 22,325,603 － 22,325,603

営業費用 7,770,850 1,660,509 10,465,336 1,285,411 107,843 21,289,951 679,883 21,969,835

営業利益又は 

営業損失(△) 
864,827 11,883 218,433 △24,938 △34,553 1,035,652 △679,883 355,768

(注)１．事業区分及び各区分の主な内容 

事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

 

 

 

 

 

 

 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（679,883 千円）の主なものは、当

社グループの管理部門に係る費用であります。 

住宅リフォーム事業 住宅全般の総合リフォームの施工販売（直営及びフランチャイズ展開）

事業 

戸建住宅事業 土地付戸建住宅施工販売及び他の戸建住宅事業者からの施工請負事業 

土地・建物開発事業 非木造建築物（土地・建築等）の施工・販売及びリフォーム事業 

土木事業 公共土木及び民間宅地造成事業 

その他事業 建材業者への材料販売等 

住宅リフォーム事業 住宅全般の総合リフォームの施工販売（直営及びフランチャイズ展開）

事業 

戸建住宅事業 土地付戸建住宅施工販売及び他の戸建住宅事業者からの施工請負事業 

土地・建物開発事業 非木造建築物（土地・建築等）の施工・販売及びリフォーム事業 

土木事業 公共土木及び民間宅地造成事業 

その他事業 ウエストプラザの商品販売等 
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（参考） 

前期（平成19年８月期）                               （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ 

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         

(1)外部顧客に対

する売上高 
6,904,992 2,208,144 14,156,336 2,286,384 100,204 25,656,062 － 25,656,062

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 6,904,992 2,208,144 14,156,336 2,286,384 100,204 25,656,062 － 25,656,062

営業費用 5,987,517 2,296,215 13,265,752 2,142,752 154,369 23,846,607 857,858 24,704,465

営業利益又は 

営業損失(△) 
917,475 △88,070 890,584 143,632 △54,165 1,809,455 △857,858 951,597

 (注)１．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

 
 
 
 
 
 
 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（857,858 千円）の主なものは、当

社グループの管理部門に係る費用であります。 

 

住宅リフォーム事業 住宅全般の総合リフォームの施工販売（直営及びフランチャイズ展開）

事業 

戸建住宅事業 土地付戸建住宅施工販売及び他の戸建住宅事業者からの施工請負事業 

土地・建物開発事業 非木造建築物（土地・建築等）の施工・販売及びリフォーム事業 

土木事業 公共土木及び民間宅地造成事業 

その他事業 建材業者への材料販売等 


