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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 659 ― △151 ― △131 ― △138 ―
20年3月期第1四半期 703 6.8 △89 ― △66 ― △68 ―

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

21年3月期第1四半期 △7,283.67 ―
20年3月期第1四半期 △3,627.25 ―

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

21年3月期第1四半期 3,649 2,772 76.0 145,962.19
20年3月期 3,861 2,910 75.4 153,245.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,772百万円 20年3月期  2,910百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 500.00 500.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期累計期間 1,882 ― △112 ― △91 ― △96 ― △5,053.96
通期 4,539 21.5 53 ― 78 ― 26 ― 1,368.78

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  19,488株 20年3月期  19,488株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  493株 20年3月期  493株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  18,995株 20年3月期第1四半期  18,995株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料等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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情
報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．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経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や、原油・原

材料価格の高騰による物価上昇への懸念等から、個人消費は伸び悩み、景気の減速感が強まってまいりました。

　住宅市場におきましては、個人所得に改善が見られないことや株式投信等の金融資産の目減り、景気の先行き不安

等により、住宅投資意欲を低下させる要因となりました。また、改正建築基準法の施行による影響は収束に向かって

いるものの、新設住宅着工戸数は、引き続き前年同期を下回る水準で推移し、依然として厳しい環境が続きました。

　このような状況のなか、当社は“進快適生活スタンダード”という家づくりのコンセプトのもと新商品『ＳＯＬ

Ａ・ＩＲＯ（ソラ・イロ）』及び『ココフィール』の市場投入や、オリジナルブランド家具の卸・小売販売を展開す

る株式会社ボーコンセプト・ジャパンと協力し、インテリアを通じてライフスタイルを楽しむような新しい空間提案

を行う等、販売力強化に努めました。また、北海道・東北地区強化の一環として、10店舗目の直営店「札幌東店」を

４月に出店し、着実に直営事業の強化を図っております。

　以上の結果、当第１四半期の経営成績は、売上高659百万円、営業損失151百万円、経常損失131百万円、四半期純

損失138百万円となりました。また、加盟店数119店（前年同期比△10店、△7.8％）、オープン店数105店（同△13店、

△11.0％）、契約棟数575棟（同＋15棟、＋2.7％）、上棟棟数382棟（同△30棟、△7.3％）となりました。

　なお、当社直営事業の特性として季節的な変動要因があり、お客様への住宅の完成引渡しは、第３四半期及び第４

四半期に偏ることから、第１四半期及び第２四半期の完成工事高は、通期の完成工事高と比較して低くなる傾向があ

ります。また、当第１四半期の業績におきましては、ほぼ計画通りの進捗となっております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、出資金等の減少等により、前期末比211百万円減の3,649百万円となりました。有利子

負債はありません。なお、純資産は2,772百万円となり、自己資本比率は76.0％と当第１四半期において0.6％改善し、

前事業年度末とほぼ同水準を維持しております。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　現時点において、平成20年５月７日の決算短信で発表しました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はあ

りません。　

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

　　　　　　・棚卸資産の評価方法

　四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として、合理的な方法により算定し計上しております。

　また、棚卸資産の簿価切り下げに関して、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ簿

価の切り下げを行っております。

　　　　　　・経過勘定項目の算定方法

　四半期会計期間末における経過勘定項目の算定方法に関して、前事業年度に係る残高を基礎として、合理

的な算定方法による概算額で計上をしております。

　②　四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　①　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、次の方法によっておりました。

　・商品

　　移動平均法による原価法

　・未成工事支出金

　　個別法による原価法　



　・貯蔵品

　　最終仕入原価法

　当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、次の方法によっております。

　・商品

　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　・未成工事支出金

　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　・貯蔵品

　　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　なお、これによる当四半期会計期間における影響はありません。

　③　リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用する事ができることになったことに伴い、

当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

　これによる当四半期会計期間における影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

 

５．四半期財務諸表　

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。



（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 389,356 524,806

受取手形及び売掛金 409,541 448,615

商品 63,283 65,855

未成工事支出金 135,735 110,292

貯蔵品 4,153 4,153

繰延税金資産 29,166 26,766

その他 395,576 324,767

貸倒引当金 △88,487 △61,679

流動資産合計 1,338,326 1,443,576

固定資産   

有形固定資産   

建物 168,375 172,907

土地 202,644 202,644

その他 43,894 46,830

有形固定資産合計 414,913 422,382

無形固定資産 25,867 27,515

投資その他の資産   

関係会社株式 33,000 33,000

出資金 230,000 500,000

長期貸付金 254,202 47,852

破産更生債権等 308,410 300,761

長期性預金 800,000 800,000

繰延税金資産 133,594 135,994

その他 463,273 471,213

貸倒引当金 △352,033 △320,862

投資その他の資産合計 1,870,446 1,967,960

固定資産合計 2,311,227 2,417,859

資産合計 3,649,553 3,861,436



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 143,966 234,562

工事未払金 106,208 277,870

未払法人税等 5,621 5,231

未成工事受入金 430,466 245,625

地盤補償引当金 7,708 7,708

工事補償引当金 2,000 2,000

その他 83,029 78,665

流動負債合計 779,001 851,663

固定負債   

長期未払金 86,000 86,000

退職給付引当金 － 103

その他 12,000 12,763

固定負債合計 98,000 98,867

負債合計 877,002 950,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 725,300 725,300

資本剰余金 606,770 606,770

資本準備金 605,935 605,935

その他資本剰余金 835 835

利益剰余金 1,505,465 1,643,819

利益準備金 22,963 22,963

繰越利益剰余金 1,482,502 1,620,855

自己株式 △64,984 △64,984

株主資本合計 2,772,551 2,910,905

純資産合計 2,772,551 2,910,905

負債純資産合計 3,649,553 3,861,436



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 659,271

売上原価 365,851

売上総利益 293,420

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 122,237

貸倒引当金繰入額 57,979

その他 264,420

販売費及び一般管理費 444,637

営業利益 △151,217

営業外収益  

受取配当金 12,684

その他 8,281

営業外収益 20,965

営業外費用  

その他 754

営業外費用 754

経常利益 △131,006

特別損失  

固定資産除却損 1,516

投資有価証券評価損 3,299

特別損失 4,816

税引前四半期純利益 △135,823

法人税、住民税及び事業税 2,530

法人税等調整額 －

四半期純利益 △138,353



（３）継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

　

（４）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 703,316

Ⅱ　売上原価 394,781

売上総利益 308,535

Ⅲ　販売費及び一般管理費 397,865

　給与・賞与 122,781

　その他 275,083

営業損失 89,329

Ⅳ　営業外収益 23,221

　受取配当金　 12,639

　その他　 10,582

Ⅴ　営業外費用 772

　その他　 772

経常損失 66,880

Ⅵ　特別利益 170

　固定資産売却益 170

Ⅶ　特別損失 ―

税引前四半期純損失 66,709

法人税等 2,190

法人税等調整額 ―

四半期純損失 68,899
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