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

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 8,085 ― △476 ― △473 ― △835 ―

20年3月期第1四半期 8,283 17.7 △133 ― △122 ― △270 ―

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 △101.18 ―

20年3月期第1四半期 △31.66 ―

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 16,727 6,900 41.3 835.95
20年3月期 16,358 7,901 48.3 957.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,900百万円 20年3月期  7,901百万円

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 ― 19.00 ― 20.00 39.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 18.00 ― 21.00 39.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 21,500 ― 100 ― 110 ― △620 ― △75.10

通期 50,500 14.7 1,900 27.7 1,920 24.0 500 405.1 60.57

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）  有  

（注） 詳細は、３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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想については、当社および当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成しておりますが、リスク 
や不確実性を含んでおります。業績予想に関連する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下 
さい。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 タマキューホーム株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  9,359,625株 20年3月期  9,359,625株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,104,462株 20年3月期  1,104,394株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,255,218株 20年3月期第1四半期  8,499,308株



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1四半期のわが国経済は、原油・原材料価格の高騰等の影響により、景気減速懸念が広がり、先行き不透明な

状況で推移しました。 

このような状況の下、当社グループでは重点事業の積極展開とともに、業務改革の推進による経営体質強化に努

めてまいりました。 

住宅事業では、経営の効率化と競争力の向上を目的に子会社２社を経営統合したほか、東北、東海地区に3店舗を

出店し営業拠点の拡充を図りました。  

また、ボトルウォーター事業では、営業員の増強や東北地区における新工場建設に着手しました。 

当第1四半期の連結業績は、売上高8,085百万円（前年同期比2.4％減）、営業損失476百万円（前年同期営業損失

133百万円）、経常損失473百万円（同経常損失122百万円）四半期純損失835百万円（同四半期純損失270百万円）

となりました。 

損失要因は、主として、住宅事業の新規出店に係る先行投資負担でありますが、全体の業績としては、売上及び

損益とも、ほぼ期初計画の範囲内で推移しております。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

レンタル事業  

レンタル事業は、ダストコントロール関連商品販売が家庭用市場及び業務用市場においていずれも堅調に推移

し、売上高2,835百万円（前年同期比3.3％増）となり、また営業組織のスリム化や業務の効率化による販管費低

減等の寄与により、営業利益は460百万円（同75.6％増）と大きく伸長しました。 

建築コンサルティング事業  

建築コンサルティング事業は建築不況の影響を受け、主力ノウハウ商品販売が計画を下回った結果、売上高756百

万円（前年同期比35.4％減）、営業利益138百万円（同73.6％減）と低調でありました。   

住宅事業 

住宅事業は、ほぼ計画通りの完工・引渡しが行われ、売上高3,107百万円（前年同期比5.5％増）となり、損益面

では、新規出店に係る先行費用負担等により営業損失836百万円（前年同期営業損失816百万円）となりました

が、販管費が予算を下回ったこと等から、赤字幅は期初予定以下となっております。 

ボトルウォーター事業  

ボトルウォーター事業は、売上高1,409百万円（前年同期比1.2％減）となりましたが、減収要因は前年同期に比

べ代理店へのプラントの売上計上がなかったことによるものであり、顧客件数は引き続き順調に増加しておりま

す。また、損益面についても事業拡大を加速するため営業員の増強や販促費を積極的に投入したこと等から営業

損失36百万円（前年同期営業利益111百万円）となりましたが、ほぼ計画どおりの進捗状況にあります。 

２．連結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、たな卸資産の増加、住宅事業等の設備投資による有形固定資産の増加等により前連

結会計年度末に比べ369百万円増加しました。 

負債総額は、法人税の支払による未払法人税等の減少がありましたが、住宅事業における未成工事受入金及び設

備投資等に伴う借入金の増加により前連結会計年度末に比べ1,370百万円増加しました。 

 純資産は、配当金の支払、四半期純損失等により前連結会計年度末に比べ1,000百万円減少しました。 

（キャッシュ・フローについて） 

当第１四半期末における現金及び現金同等物残高は、前期末に比べ1,153百万円減少し、1,455百万円となりまし

た。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加等による資金の増加がありましたが、税金等調整

前四半期純損失、たな卸資産の増加・法人税等の支払・仕入債務の減少等による資金の減少により、1,464百万円

の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、1,208百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の増加により、1,519百万円の増加となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第1四半期の連結業績は、上記のとおり期初計画の範囲内で推移しており、現時点におきましては、平成20年5

月20日に公表いたしました第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）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） 

住宅事業の競争力強化とグループ経営の効率化をはかるため、平成20年４月１日付にて、連結子会社である(株)

レオハウスとタマキューホーム(株)は、合併いたしました。(株)レオハウスが存続会社なり、タマキューホーム

(株)は解散いたしました。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

1．固定資産の減価償却の算定方法は、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策

定しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によ

り算定しております。 

2．一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率等が前連結会計期間に算定したものと著しい変化が無いた

め、前連結会計期間に算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。  

3．棚卸資産の評価方法に関しては、棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。 

4．法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪

化、その他経営環境に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動が

あると認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、財務諸表利用者の判断を誤らせな

い範囲において、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著し

い変化又は大幅な変動による影響を加味したものを使用しております。 

5．経過勘定項目の算定方法は、固定的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な

算定方法による概算額を計上しております。 

（３）四半期連結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 

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,520,144 2,673,477

受取手形及び売掛金 1,045,161 1,307,742

商品 778,576 761,433

製品 7,226 6,558

原材料 3,054 2,324

未成工事支出金 1,979,771 963,737

その他 1,652,298 1,684,128

貸倒引当金 △1,798 △6,499

流動資産合計 6,984,436 7,392,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,963,481 2,831,170

土地 3,108,871 2,406,946

その他（純額） 332,970 293,918

有形固定資産合計 6,405,324 5,532,035

無形固定資産   

のれん 149,912 171,929

その他 74,800 70,998

無形固定資産合計 224,712 242,928

投資その他の資産   

差入保証金 2,341,163 2,339,148

その他 996,365 1,064,524

貸倒引当金 △224,419 △213,070

投資その他の資産合計 3,113,109 3,190,601

固定資産合計 9,743,146 8,965,564

資産合計 16,727,582 16,358,468



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,674,492 2,046,206

未成工事受入金 2,403,094 1,296,468

短期借入金 1,460,100 628,300

未払法人税等 60,481 865,910

引当金 448,051 680,414

その他 1,763,688 1,749,782

流動負債合計 7,809,908 7,267,083

固定負債   

長期借入金 1,955,400 1,131,100

その他 61,353 58,377

固定負債合計 2,016,753 1,189,477

負債合計 9,826,661 8,456,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 794,220 794,220

利益剰余金 5,017,250 6,017,636

自己株式 △1,560,780 △1,560,723

株主資本合計 8,250,690 9,251,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,358 9,902

土地再評価差額金 △1,359,128 △1,359,128

評価・換算差額等合計 △1,349,769 △1,349,225

純資産合計 6,900,920 7,901,908

負債純資産合計 16,727,582 16,358,468



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,085,489

売上原価 4,467,186

売上総利益 3,618,302

販売費及び一般管理費 4,094,876

営業損失（△） △476,573

営業外収益  

受取利息 795

受取配当金 4,579

受取地代家賃 3,600

受取手数料 5,510

その他 7,485

営業外収益合計 21,969

営業外費用  

支払利息 10,122

減価償却費 3,780

その他 4,543

営業外費用合計 18,445

経常損失（△） △473,049

特別損失  

固定資産処分損 1,289

特別損失合計 1,289

税金等調整前四半期純損失（△） △474,338

法人税、住民税及び事業税 51,801

法人税等調整額 309,142

法人税等合計 360,943

四半期純損失（△） △835,282



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △474,338

減価償却費 97,660

のれん償却額 22,017

固定資産処分損益（△は益） 1,289

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,647

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,536

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,300

工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,873

受取利息及び受取配当金 △5,374

支払利息 10,122

売上債権の増減額（△は増加） 262,581

破産更生債権等の増減額（△は増加） 8,080

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,032,961

仕入債務の増減額（△は減少） △371,714

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,106,625

未払消費税等の増減額（△は減少） △85,907

その他 99,227

小計 △588,408

利息及び配当金の受取額 5,388

利息の支払額 △11,120

法人税等の支払額 △870,728

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,464,868

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △3,300

定期預金の払戻による収入 3,000

有形固定資産の取得による支出 △1,183,960

無形固定資産の取得による支出 △580

貸付金の回収による収入 844

差入保証金の差入による支出 △32,722

敷金及び保証金の回収による収入 10,482

その他 △1,765

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,208,001

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 812,700

長期借入れによる収入 890,000

長期借入金の返済による支出 △46,600

自己株式の取得による支出 △56

配当金の支払額 △136,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,519,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,153,633

現金及び現金同等物の期首残高 2,609,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,455,841



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は製品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品及び役務 

レンタル事業……………………ダストコントロール商品 

建築コンサルティング事業……建築関連ノウハウ商品及びコンサルティング業務 

住宅事業…………………………注文住宅の建築請負 

ボトルウォーター事業…………ボトルウォーター（ミネラルウォーター） 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がな

いため該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（６）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。 

 
レンタル事業 

（千円） 

建築コンサル

ティング事業 

（千円） 

住宅事業 

（千円） 

ボトルウォー

ター事業 

（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 
2,811,518 756,840 3,107,718 1,409,411 8,085,489 － 8,085,489 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
24,384 － － 108 24,492 △24,492 － 

計 2,835,903 756,840 3,107,718 1,409,519 8,109,981 △24,492 8,085,489 

営業利益又は営業損失

(△) 
460,861 138,952 △836,058 △36,267 △272,511 △204,061 △476,573 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年月３期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,283,056 

Ⅱ 売上原価 4,371,945 

売上総利益 3,911,111 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,044,700 

営業損失(△) △133,589 

Ⅳ 営業外収益 31,469 

Ⅴ 営業外費用 20,062 

経常損失(△) △122,183 

Ⅵ 特別利益 15,200 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純損失(△) △106,983 

税金費用 163,906 

四半期純損失(△) △270,890 



（２）（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20年月３期 
第１四半期） 

区分 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純損失(△) △106,983 

減価償却費 68,266 

のれん償却額 22,623 

賞与引当金の増減額 △146,413 

売上債権の増減額 227,838 

たな卸資産の増減額 △1,210,940 

仕入債務の増減額  809,715 

未成工事受入金の増減額 1,239,940 

その他 △358,191 

小計 545,855 

利息及び配当金の受取額  5,458 

利息の支払額 △6,424 

法人税等の支払額  △863,904 

営業活動によるキャッシュ・フロー △319,015 

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 △200,597 

無形固定資産の取得による支出  △3,133 

保証金の返還による収入  11,826 

保証金の差入による支出 △34,741 

その他  △9,661 

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,306 

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  306,000 

長期借入による収入 800,000 

長期借入金の返済による支出  △41,300 

自社株式の取得による支出  △54 

配当金の支払額 △231,141 

財務活動によるキャッシュ・フロー 833,505 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 278,184 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,424,925 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,703,109 



（３）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20年３月期第１四半期） 

（４）受注の状況 

 
レンタル事業 

（千円） 

建築コンサル

ティング事業 

（千円） 

住宅事業 

（千円） 

ボトルウォー

ター事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高 2,746,087 1,171,188 2,945,905 1,427,063 8,290,245 △7,188 8,283,056 

営業費用 2,483,594 645,122 3,762,272 1,315,757 8,206,748 209,898 8,416,646 

営業利益又は営業損失

(△) 
262,493 526,065 △816,367 111,306 83,497 △217,087 △133,589 

事業の種類別セグメントの名称

受注高（千円） 受注残高（千円） 

当第1四半期 
平成20年4月１日～ 

平成20年6月30日

前第1四半期 
平成19年4月１日～

平成19年6月30日

当第1四半期 
平成20年6月30日現在 

前第1四半期 
平成19年6月30日現在

住宅事業 5,262,589 6,519,902 15,043,082 16,266,597 
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