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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 1,074 ― △257 ― △171 ― △241 ―
20年3月期第1四半期 4,515 ― 258 ― 155 ― 144 ―

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 △4.05 ―
20年3月期第1四半期 2.42 2.42

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 40,820 10,158 24.8 170.40
20年3月期 42,743 10,515 24.6 176.44

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,136百万円 20年3月期  10,496百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.00 2.00

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 8,500 ― 400 ― 300 ― 200 ― 3.36
通期 28,000 7.4 2,000 25.8 1,600 46.8 850 4.7 14.29

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）  無  

(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）詳細につきましては、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）詳細につきましては、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） 

1.本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において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、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については３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覧ください。 
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。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  59,496,186株 20年3月期  59,496,186株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,724株 20年3月期  9,724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  59,486,451株 20年3月期第1四半期  59,487,581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
（当四半期連結会計期間の経営成績）

当社グループは、不動産の企画開発をメインとした「価値創造企業」を目指し、不動産事業へ経営資源の集中

を図ることで、企業価値の向上に努めております。　

当第１四半期連結会計期間の売上高は1,074百万円（前年同四半期比76.2％減）となりました。これは計画を

440百万円下回っております。主な要因は、個人向けマンション販売が、計画を429百万円下回ったことによりま

す。　

営業損失は257百万円となりました。これは計画を214百万円下回っております。主な要因は、売上計画の未達

により売上総利益が85百万円不足したことと、子会社の取得に関連して計画外の販売管理費が100百万円発生した

ことなどによります。　

経常損失は171百万円となりました。これは計画より21百万円改善しております。営業外収益として、買主都合

による購入契約のキャンセルに係る違約金収入400百万円を計上いたしました。一方で、営業外費用として、当社

の都合による違約金損失190百万円を計上いたしました。　

当第１四半期純損失は241百万円となりました。これは計画を91百万円下回っております。棚卸資産の評価に関

する会計基準の新規適用に伴う棚卸資産の簿価切下げを行い、96百万円の特別損失を計上いたしました。　

（セグメント別成績）　

セグメント別成績につきましては、売上高は、不動産関連事業が989百万円（前年同四半期比77.5％減）、生活

関連事業が84百万円（同24.3％減）となりました。本社管理経費配賦後の営業損失は不動産関連事業が248百万円、

生活関連事業が8百万円でございます。　

主たる事業である不動産関連事業の営業成績の内訳は次のとおりでございます。　

販売事業が、売上高544百万円、売上総利益48百万円となりました。賃貸事業が、売上高311百万円、売上総利

益144百万円となりました。その他流動化事業等が、売上高134百万円、売上総利益118百万円となりました。　

地域別売上高割合は、九州・沖縄地方が61.7％、北海道地方が21.2％、関東地方が14.8％、その他が2.3％でご

ざいます。地域別売上総利益割合は、北海道地方が38.6％、関東地方が33.2％、九州・沖縄地方が23.4％、その

他が4.8％でございます。　

（当四半期連結会計期間の業績に重要な影響をもたらしたと判断される要因）　

サブプライムローン問題に端を発した「貸出縮小」「投資意欲の減退」と、建築基準法の改正や資源高がもた

らした「工期のロス」「建築コスト増」など、業界全体が厳しい環境に置かれ、不動産販売市場が極端な買い手

市場になっております。このような環境下において当社グループは、賃料収入が得られる既存在庫の売却を急ぐ

ことは得策ではなく、市場が正常化してから売却するのが健全な利益確保のあり方であると判断し、当第１四半

期連結会計期間は、保有していてもキャッシュ・フローを産まない個人向けのマンション・宅地などの販売のみ

とする計画で臨みました。　

しかしながら経済環境の悪化は、不動産のみならず全業種に波及しつつあり、個人消費の冷え込みは予想を上

回り、当社グループの当四半期連結会計期間の業績に重要な影響をもたらしました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報
（１）資産、負債及び純資産等の状況　

当第１四半期連結会計期末の当社グループの総資産は40,820百万円となりました。これは、前連結会計年度末

より1,922百万円減少です。主な要因は、現金及び預金が2,483百万円減少したことによるものです。　

負債合計は30,662百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,566百万円減少です。主な要因は、支

払手形及び買掛金が661百万円減少したことと、未払法人税等が374百万円減少したことによるものです。　

純資産合計は10,158百万円となりました。これは、前連結会計年度末より356百万円減少です。主な要因は、繰

越利益剰余金が360百万円減少したことによるものです。　

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,447百

万円減少し1,568百万円となりました。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

当第１四半期連結会計期間における営業活動における資金は、2,122百万円のマイナスとなりました。その主な

要因は、仕入債務の減少661百万円、営業貸付金の増加600百万円、法人税等の支払い410百万円などによるもので

す。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

当第１四半期連結会計期間における投資活動における資金は、315百万円のマイナスとなりました。その主な要

因は、子会社の不動産取引に関連した有形固定資産取得の支出306百万円によるものです。　



（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

当第１四半期連結会計期間における財務活動における資金は、11百万円のマイナスとなりました。その主な要

因は、長期借入金の収入3,778百万円ならびに短期借入金の収入630百万円と、短期借入金の返済4,182百万円なら

びに長期借入金の返済128百万円とが、ほぼ拮抗したことによるものです。　

３．連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間における、年間利益計画の減少要素のひとつが、売却計画の未達です。しかし、未

達対象となった個人向けマンションについては、今後時間をかけて販売していけば、当連結会計年度内で充分に

挽回可能であると判断いたしております。年間利益計画の減少要素のもうひとつが、子会社の取得に関連して発

生した販売管理費100百万円でございます。こちらにつきましては原価も同額の圧縮がされており、計画通りに子

会社の資産を売却すれば、売上総利益で回復できる予定でございます。

その他の営業外損益や特別損益につきましては、当初計画に織り込み済みでございます。　

第２四半期連結会計期間以降に予定している売却計画につきましては、当社の主力販売事業である法人やファ

ンド向けのものであるため、厳しい業界環境の下で必ずしも全てが順調とは言えないものの、一方で計画外の販

売・仲介などの商談も進んでおり、当第１四半期決算短信提出時点において、その額はほぼ拮抗いたしておりま

す。よって販売に関係した見通しの変更はいたしません。　

なお、当社グループの連結子会社である開発プロジェクト用の特別目的会社が、金融機関からノンリコースロー

ンを調達しておりますが、2008年８月31日に返済日を迎えるためリファイナンスを行う必要があります。返済日

までにリファイナンスができず、かつ、金融機関が期限の延長に応じず、かつ、土地（信託受益権）が取得価額

等を下回る価額で売却された場合に、当社は最大で匿名組合出資相当額（1,439百万円）までの損失を被る可能性

があります。当四半期決算短信提出時点において、損失発生の可能性を合理的に判定することは不可能であるた

め、投資損失引当金等の計上は致しておりません。今後において損失発生の可能性の判定が可能となる事象が発

生した場合には、業績予想の修正を行います。

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）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

　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して算定する方法によっ

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

①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。

②当第１四半期連結会計期間より「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）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更して

おります。なお、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簿価切下げを行って

おります。また、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用初年度により、期首在庫分について棚卸資産の簿価切

下げを行い、特別損失として96百万円計上しております。

 



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 1,777,927 4,261,210

受取手形及び売掛金 75,592 89,955

有価証券 277 277

商品 20,055,287 17,459,042

原材料 100 －

仕掛品 753 2,474,223

販売用不動産信託受益権 14,104,228 14,040,633

その他 3,079,302 2,919,691

貸倒引当金 △3,373 △2,570

流動資産合計 39,090,093 41,242,461

固定資産   

有形固定資産 827,243 532,471

無形固定資産   

のれん 461,972 498,475

その他 18,597 12,328

無形固定資産合計 480,570 510,804

投資その他の資産   

投資有価証券 158,192 202,303

その他 297,185 287,513

貸倒引当金 △32,974 △32,914

投資その他の資産合計 422,403 456,902

固定資産合計 1,730,216 1,500,178

繰延資産 － 73

資産合計 40,820,308 42,742,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,185,634 1,846,976

短期借入金 8,217,000 12,671,500

1年内返済予定の長期借入金 3,978,519 4,296,234

未払法人税等 251,990 626,164

引当金 31,589 15,331

その他 1,284,994 1,943,446

流動負債合計 14,949,724 21,399,651

固定負債   

長期借入金 14,993,055 10,122,033

引当金 131,314 120,291

その他 587,845 586,151

固定負債合計 15,712,214 10,828,474



（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) 

負債合計 30,661,939 32,228,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,487,759 5,487,759

資本剰余金 3,829,147 3,829,147

利益剰余金 724,305 1,084,064

自己株式 △2,772 △2,620

株主資本合計 10,038,440 10,398,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 896 593

土地再評価差額金 97,125 97,125

評価・換算差額等合計 98,021 97,717

新株予約権 4,930 4,930

少数株主持分 16,979 13,589

純資産合計 10,158,370 10,514,587

負債純資産合計 40,820,308 42,742,712



（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 1,073,604

売上原価 731,068

売上総利益 342,536

販売費及び一般管理費  

給料 106,919

のれん償却額 36,785

役員賞与引当金繰入額 6,000

賞与引当金繰入額 12,877

役員退職慰労引当金繰入額 11,156

その他 425,877

販売費及び一般管理費合計 599,614

営業損失（△） △257,077

営業外収益  

受取利息 2,608

受取配当金 1,223

負ののれん償却額 282

違約金収入 400,000

その他 11,373

営業外収益合計 415,485

営業外費用  

支払利息 93,880

違約金損失 189,690

その他 45,372

営業外費用合計 328,941

経常損失（△） △170,533

特別利益  

固定資産売却益 474

その他 226

特別利益合計 700

特別損失  

販売用不動産評価損 95,606

その他 13,097

特別損失合計 108,703

税金等調整前四半期純損失（△） △278,536

法人税、住民税及び事業税 35,471

法人税等調整額 △76,609

法人税等合計 △41,138

少数株主利益 3,390

四半期純損失（△） △240,789



（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（△） △278,536

減価償却費 9,540

違約金損失 189,690

のれん償却額 36,785

負ののれん償却額 △282

違約金収入 △400,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,257

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,156

受取利息及び受取配当金 △3,830

支払利息 93,880

販売用不動産評価損 95,606

有形固定資産売却損益（△は益） △474

売上債権の増減額（△は増加） 14,363

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,480

販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） △63,595

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △21,149

営業貸付金の増減額（△は増加） △600,000

仕入債務の増減額（△は減少） △661,342

未払金の増減額（△は減少） △121,716

その他 308,634

小計 △1,593,494

利息及び配当金の受取額 3,830

利息の支払額 △122,601

法人税等の支払額 △409,645

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,121,911

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 △305,877

有形固定資産の売却による収入 3,000

無形固定資産の取得による支出 △7,158

差入保証金の差入による支出 △4,721

その他 91

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,664



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 630,000

短期借入金の返済による支出 △4,181,900

長期借入れによる収入 3,778,400

長期借入金の返済による支出 △127,693

配当金の支払額 △109,477

その他 △152

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,447,396

現金及び現金同等物の期首残高 4,012,587

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,568,194



　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）

　不動産関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

　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１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　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。



「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３月期
　第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,514,537

Ⅱ　売上原価 3,980,515

売上総利益 534,022

Ⅲ　販売費及び一般管理費 275,973

営業利益 258,049

Ⅳ　営業外収益 9,258

Ⅴ　営業外費用 112,395

経常利益 154,913

Ⅵ　特別利益 2,399

Ⅶ　特別損失 11,578

税金等調整前四半期純利益 145,733

税金費用 1,664

四半期純利益 144,070

（２）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

  不動産関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　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

　前第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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