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１．平成20年10月期第３四半期の連結業績（平成19年11月１日　～　平成20年７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10月期第３四半期 22,803 △14.5 △189 － △208 － △264 －

19年10月期第３四半期 26,685 9.4 587 29.4 603 29.3 48 △84.6

19年10月期 36,332 － 926 － 944 － 276 －

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10月期第３四半期 △51 01 － －

19年10月期第３四半期 9 28 － －

19年10月期 53 42 － －

(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10月期第３四半期 25,066 5,386 20.6 995 76

19年10月期第３四半期 23,917 5,575 22.3 1,030 78

19年10月期 24,127 5,839 23.1 1,074 66

(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10月期第３四半期 △1,486 △121 1,596 3,409

19年10月期第３四半期 △2,067 △355 713 3,541

19年10月期 △2,794 △449 1,414 3,420
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２．平成20年10月期の連結業績予想（平成19年11月１日　～　平成20年10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 32,573 △10.3 332 △64.1 303 △67.8 131 △52.5 25 37

３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最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

　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な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

作成したものであります。実際の業績は今後の経済の状況等の変化により予想値と異なる可能性があります。
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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３四半期におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題を背景とするアメリカの景気後退懸念や原油・原材

料価格の高騰等を要因として、企業収益の減少や消費者マインドの悪化がみられる等、景気の下振れリスクが高まりま

した。

住宅業界におきましては、建築基準法の改正の影響は薄れつつあるものの、景気の先行き不透明感から住宅を買い控

える動きが広がり、新設住宅着工戸数は依然として低水準で推移しております。先行きについては、マンション販売在

庫数が高い水準にあることや、建築コストの上昇等に留意する必要があります。

このような状況のもと、住宅事業におきましては、宿泊体感型モデルハウスを開設し、快適な住み心地をお客様に体

感していだたく試みを開始する等、注文住宅の受注促進に向けた諸施策に積極的に取組みました。しかしながら、景気

の先行きの不透明感を要因とした住宅取得意欲の減退等により、売上高は12,105百万円（前年同期比17.6％減）、営業

損失は189百万円（前年同期営業利益237百万円）となりました。

住宅部資材加工・販売事業におきましては、新設住宅着工戸数の減少等の影響により、売上高は10,697百万円（前年

同期比10.8％減）となりました。また、大口取引先の倒産等により、貸倒引当金を積み増ししたため、営業利益は31百

万円（同90.0％減）となりました。

この結果、当社グループの当第３四半期の売上高は22,803百万円（前年同期比14.5％減）、営業損失は189百万円（前

年同期営業利益587百万円）、経常損失は208百万円（前年同期経常利益603百万円）、四半期純損失は264百万円(前年同

期四半期純利益48百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）総資産、負債及び純資産の状況

（総資産）

当第３四半期末における総資産は25,066百万円となり、前連結会計年度末と比較して938百万円増加いたしました。

これは主として、販売用土地の仕入れ等により、分譲土地建物及び未成分譲土地建物が増加したことによるもので

あります。

（負債）

当第３四半期末における負債は19,680百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,392百万円増加いたしました。

これは主として、短期借入金が増加したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期末における純資産は5,386百万円となり、前連結会計年度末と比較して453百万円減少いたしました。

これは主として、純損失を計上したこと及び当社の配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことによるもので

あります。

（2）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（「以下資金」という。）は、財務活動により獲得した資金1,596百万

円を営業活動に1,486百万円、投資活動に121百万円使用した結果、前連結会計年度末に比べ11百万円減少し、3,409百

万円となりました。

当第３四半期における各キャッシュ・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）

営業活動の結果、使用した資金は1,486百万円（前連結会計年度は2,794百万円の使用）となりました。これは主

として、分譲土地建物等のたな卸資産の増加額1,279百万円等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）

投資活動の結果、使用した資金は121百万円（前連結会計年度は449百万円の使用）となりました。これは主とし

て、モデルハウス等の有形固定資産の取得による支出50百万円、ＣＡＤシステム等の無形固定資産の取得による支

出31百万円及び子会社株式の取得による支出38百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は1,596百万円（前連結会計年度は1,414百万円の獲得）となりました。これは短

期借入金の純増加額1,700百万円及び配当金の支払額103百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年10月期の通期連結業績予想については、平成20年６月６日に発表した予想を変更しておりません。

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）

該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、簡便な方法を採用しております。

(3）最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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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年10月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年10月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 3,541,846 3,409,684   3,420,902

受取手形、完成工事未収入金
及び売掛金

3,170,624 2,819,067   3,127,216

未成工事支出金 1,217,056 1,151,866   919,515

分譲土地建物 4,688,293 5,193,836   4,611,989

未成分譲土地建物 5,128,627 6,547,129   6,030,588

その他たな卸資産 757,090 516,409   567,922

繰延税金資産 234,926 262,840   287,433

その他 165,668 337,996   294,296

貸倒引当金 △23,954 △63,065   △26,235

流動資産合計 18,880,178 20,175,765 1,295,586 6.9 19,233,629

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

建物及び構築物 986,875 954,368   962,018

土地 2,919,207 2,889,639   2,856,852

建設仮勘定 － 300   －

その他 64,873 48,096   58,497

有形固定資産合計 3,970,957 3,892,403 △78,553 △2.0 3,877,368

２　無形固定資産      

その他 107,908 106,251   100,497

無形固定資産合計 107,908 106,251 △1,656 △1.5 100,497

３　投資その他の資産      

投資有価証券 413,951 336,410   410,589

長期貸付金 78,900 72,900   77,400

繰延税金資産 399,892 424,078   378,535

その他 257,666 351,032   233,156

貸倒引当金 △192,346 △292,406   △183,332

投資その他の資産合計 958,063 892,014 △66,049 △6.9 916,348

固定資産合計 5,036,929 4,890,669 △146,260 △2.9 4,894,214

資産合計 23,917,108 25,066,434 1,149,326 4.8 24,127,843
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科目

前年同四半期
（平成19年10月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年10月期

第３四半期末）
増減

（参考）
平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形、工事未払金及び買
掛金

7,322,548 6,819,234   7,066,389

短期借入金 7,100,000 9,500,000   7,800,000

未払法人税等 75,408 13,552   167,931

未成工事受入金及び前受金 1,726,448 1,329,252   1,102,814

賞与引当金 199,469 166,622   259,813

完成工事補償引当金 31,991 39,914   44,789

その他 861,795 783,379   829,454

流動負債合計 17,317,661 18,651,955 1,334,293 7.7 17,271,191

Ⅱ　固定負債      

退職給付引当金 796,817 817,541   786,680

役員退職慰労引当金 134,884 184,269   138,830

負ののれん 3,908 10,954   4,454

その他 87,862 15,701   87,118

固定負債合計 1,023,473 1,028,467 4,993 0.5 1,017,083

負債合計 18,341,134 19,680,422 1,339,287 7.3 18,288,275

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,018,590 1,018,590   1,018,590

資本剰余金 1,192,390 1,192,390   1,192,390

利益剰余金 2,979,176 2,839,869   3,207,985

自己株式 － 0   －

株主資本合計 5,190,156 5,050,849 △139,307 △2.7 5,418,965

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 153,420 111,179   152,088

評価・換算差額等合計 153,420 111,179 △42,240 △27.5 152,088

Ⅲ　少数株主持分 232,396 223,983 △8,413 △3.6 268,515

純資産合計 5,575,973 5,386,012 △189,961 △3.4 5,839,568

負債、純資産合計 23,917,108 25,066,434 1,149,326 4.8 24,127,843
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年10月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 26,685,805 22,803,234 △3,882,570 △14.5 36,332,079

Ⅱ　売上原価 22,296,600 19,006,588 △3,290,011 △14.8 30,311,571

売上総利益 4,389,204 3,796,645 △592,558 △13.5 6,020,507

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,801,327 3,986,046 184,719 4.9 5,094,440

営業利益又は営業損失（△） 587,877 △189,400 △777,277 － 926,067

Ⅳ　営業外収益      

受取利息 4,364 5,898   7,563

受取配当金 3,368 4,295   7,598

仕入割引 11,628 12,483   14,880

受取手数料 11,921 15,755   15,828

水道市納金等差額収入 8,284 2,283   6,745

その他 14,862 13,994   23,825

営業外収益合計 54,429 54,711 281 0.5 76,441

Ⅴ　営業外費用      

支払利息 34,818 66,130   53,314

その他 3,529 7,345   4,537

営業外費用合計 38,347 73,475 35,128 91.6 57,851

経常利益又は経常損失（△） 603,959 △208,164 △812,124 － 944,656

Ⅵ　特別利益      

貸倒引当金戻入益 10,344 －   －

完成工事補償引当金戻入益 － 4,874   －

特別利益合計 10,344 4,874 △5,469 △52.9 －

Ⅶ　特別損失      

固定資産除却損 3,115 10,512   7,366

和解金 430,000 －   430,000

特別損失合計 433,115 10,512 △422,603 △97.6 437,366

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は四半期純損失
（△）

181,188 △213,802 △394,990 － 507,290

法人税、住民税及び事業税 72,472 41,793 △30,679 △42.3 162,008

法人税等調整額 110,347 7,463 △102,884 △93.2 80,779

少数株主利益又は少数株主損
失（△）

△49,741 1,376 51,118 － △12,435

四半期（当期）純利益又は四
半期純損失（△）

48,109 △264,435 △312,544 － 276,936
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前連結第３四半期（自　平成18年11月１日　至　平成19年７月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △181,440 △181,440

四半期純利益 － － 48,109 48,109

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

－ － － －

四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △133,330 △133,330

平成19年７月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 2,979,176 5,190,156

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成18年10月31日　残高　(千円) 151,336 292,298 5,767,122

四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △181,440

四半期純利益 － － 48,109

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

2,083 △59,901 △57,818

四半期中の変動額合計
（千円）

2,083 △59,901 △191,148

平成19年７月31日　残高　(千円) 153,420 232,396 5,575,973
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当連結第３四半期（自　平成19年11月１日　至　平成20年７月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,207,985 － 5,418,965

四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △103,680 － △103,680

四半期純損失 － － △264,435 － △264,435

自己株式の取得 － － － 0 0

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

－ － － － －

四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △368,115 0 △368,115

平成20年７月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 2,839,869 0 5,050,849

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成19年10月31日　残高　(千円) 152,088 268,515 5,839,568

四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △103,680

四半期純損失 － － △264,435

自己株式の取得 － － 0

株主資本以外の項目の四半期変
動額（純額）

△40,909 △44,531 △85,440

四半期中の変動額合計
（千円）

△40,909 △44,531 △453,556

平成20年７月31日　残高　(千円) 111,179 223,983 5,386,012
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年10月31日　残高（千円） 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △181,458 △181,458

当期純利益 － － 276,936 276,936

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 95,478 95,478

平成19年10月31日　残高（千円） 1,018,590 1,192,390 3,207,985 5,418,965

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成18年10月31日　残高（千円） 151,336 292,298 5,767,122

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △181,458

当期純利益 － － 276,936

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

751 △23,783 △23,031

連結会計年度中の変動額合計（千円） 751 △23,783 72,446

平成19年10月31日　残高（千円） 152,088 268,515 5,839,568
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(4）（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19年10月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第３四半期）

（参考）
平成19年10月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 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（当期）純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

181,188 △213,802 507,290

減価償却費 91,805 98,291 127,737

のれん償却額 1,633 1,365 2,193

貸倒引当金の増加額（△減少額） △7,699 145,904 △14,432

賞与引当金の増加額（△減少額） △33,517 △93,190 26,826

役員賞与引当金の増加額（△減少額） △18,200 － △18,200

完成工事補償引当金の増加額（△減少額） 448 △4,874 13,246

退職給付引当金の増加額（△減少額） 11,708 30,860 1,571

未払確定拠出年金移行掛金の増加額（△減少額） △40,265 △69,726 △76,651

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △61,045 45,439 △57,100

受取利息及び配当金 △7,732 △10,193 △26,491

支払利息 34,818 66,130 41,984

固定資産除却損 3,115 10,470 6,123

和解金 430,000 － 430,000

売上債権の減少額（△増加額） △840,824 415,991 △1,421,716

仕入債務の増加額（△減少額） 287,916 △246,114 △151,451

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,092,802 △1,279,225 △1,431,751

未払消費税等の増加額（△減少額） △31,806 △38,320 △17,849

その他 △256,908 △142,315 8,710

小計 △1,348,167 △1,283,311 △2,049,959

利息及び配当金の受取額 7,732 10,193 26,491

利息の支払額 △28,453 △58,362 △41,294

和解金の支払額 △430,000 － △430,000

法人税等の支払額 △267,211 △157,768 △300,897

その他 △1,108 2,790 967

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,067,208 △1,486,457 △2,794,692
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前年同四半期

（平成19年10月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年10月期
第３四半期）

（参考）
平成19年10月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △348,714 △50,871 △445,116

無形固定資産の取得による支出 △8,470 △31,550 △8,470

長期前払費用の支出 － △3,100 △1,840

投資有価証券の取得による支出 △1,108 △1,941 △1,742

子会社株式の取得による支出 △4,296 △38,345 △4,416

長期貸付金の回収による収入 4,500 4,500 6,000

その他 2,249 137 6,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △355,840 △121,171 △449,565

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（△純減少額） 900,000 1,700,000 1,600,000

配当金の支払額 △180,630 △103,588 △180,365

自己株式の取得による支出 － 0 －

少数株主への配当金の支払額 △5,418 － △5,418

財務活動によるキャッシュ・フロー 713,950 1,596,411 1,414,215

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,709,098 △11,218 △1,830,042

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,250,944 3,420,902 5,250,944

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,541,846 3,409,684 3,420,902
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(5）四半期セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年10月期第３四半期）

 
住宅事業
（千円）

住宅部資材加
工・販売事業
（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 14,694,670 11,991,134 26,685,805 － 26,685,805

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 1,941,379 1,941,379 (1,941,379) －

計 14,694,670 13,932,513 28,627,184 (1,941,379) 26,685,805

営業費用 14,457,034 13,611,720 28,068,755 (1,970,827) 26,097,927

営業利益 237,636 320,792 558,429 29,447 587,877

当四半期（平成20年10月期第３四半期）

 
住宅事業
（千円）

住宅部資材加
工・販売事業
（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 12,105,680 10,697,553 22,803,234 － 22,803,234

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
7,820 2,155,512 2,163,332 (2,163,332) －

計 12,113,500 12,853,066 24,966,567 (2,163,332) 22,803,234

営業費用 12,302,806 12,821,099 25,123,906 (2,131,270) 22,992,635

営業利益（又は営業損失） (189,305) 31,966 (157,338) (32,062) (189,400)

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）住宅事業……注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等

(2）住宅部資材加工・販売事業……建築資材及び住設機器等の販売、内外装・電気工事等
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