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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 20,298 ― 59 ― 66 ― △725 ―

20年3月期第2四半期 20,324 14.7 527 △48.4 561 △46.6 △119 ―

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2四半期 △87.90 ―

20年3月期第2四半期 △13.96 ―

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2四半期 18,510 7,003 37.8 848.42
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2四半期  7,003百万円 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 ― 18.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 47,500 7.9 1,780 19.6 1,780 15.0 380 283.8 46.03

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、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。  

(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、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。  

(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、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。  

(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、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2四半期  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2四半期  1,104,585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2四半期  8,255,149株 20年3月期第2四半期  8,555,449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2四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）のわが国経済は、金融市場の混乱や株価の低迷、円高

の進行及び原材料価格の高騰等により景気の減速感が一段と強まる状況となりました。

このような環境のもと、当社グループでは住宅事業、ボトルウォーター事業を中心に積極的な展開を推し進めると

ともに、業務の効率化による諸経費の低減に努めてまいりました。

住宅事業では、経営効率化と競争力向上を目的に子会社2社を経営統合したほか、7店舗を新規出店し、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、営業人員の増加や新工場の立ち上げ等により、生産・販売体制の強化を図りま

した。

当第2四半期累計期間の連結業績は、売上高20,298百万円（前年同期売上高20,324百万円）、営業利益59百万円（同

営業利益527百万円）、経常利益66百万円（同経常利益561百万円）、四半期純損失725百万円（同純損失119百万

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、利益率の高い建築コンサルティン

グ事業が低調に推移した結果、全体の業績としては、期初予想を若干下回る結果となりました。

なお、事業の種類別セグメントの業績概況は次の通りであります。

（レンタル事業）

ダストコントロール商品、害虫駆除関連商品とも引き続き堅調に推移し、売上高5,730百万円（前年同期比2.0％

増）となりました。

利益面では、営業体制のスリム化や業務の効率化による諸経費低減が寄与し、営業利益1,003百万円（同67.1％

増）の大幅増となりました。

（建築コンサルティング事業）

建設不況の影響を受け、工務店向けノウハウ商品販売が目標値を下回り、売上高1,719百万円（前年同期比28.4％

減）、営業利益533百万円（同45.5％減）と低調な結果となりました。

（住宅事業）

売上高は、出店効果により9,741百万円（前年同期比3.4％増）と増収を確保しましたが、景気の先行きに対する

不透明感の高まりにより着工を先送りする顧客増加等の要因もあり、期初計画に対しては未達となりました。

新規出店に係る先行投資負担が続くなか、営業損失1,085百万円（前年同期営業損失902百万円）となりましたが、

赤字幅については期初予定の範囲内となっております。

なお、新たに7店舗を出店した結果、当四半期末における店舗数は32店舗となりました。

（ボトルウォーター事業）

「クリスタル・クララ」ブランドの認知度向上と顧客数の着実な増加により、売上高3,156百万円（前年同期比

8.8％増）と順調に推移しました。

事業拡大を加速すべく、営業人員の増強や販促費の積極的な投入の結果、営業利益は22百万円（同91.3％減）と

減少しましたが、ほぼ計画に沿った進捗状況にあります。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の総資産は、たな卸資産の増加、ボトルウォーター事業及び住宅事業の土地取得並びに設備投資等

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2,152百万円増加し18,510百万円になりました。

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とボトル

ウォーター事業及び住宅事業の土地取得等の設備投資に伴う借入金の増加により前連結会計年度末に比べ3,050百

万円増加し、11,506百万円となりました。

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898百万円減少し7,003百万円となり、ま

た自己資本比率は37.8%となっております。

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金という」）残高は、前期末に比べ370百万

円増加し2,979百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動により得た資金は、400百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失が32百万円であり、法人

税等の支払863百万円、たな卸資産の増加733百万円等により資金が減少し、一方、未成工事受入金の増加1,523百

万円、仕入債務の増加183百万円、減価償却費194百万円等により資金の増加があっ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、1,657百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得1,514百万円等による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により得た資金は、1,627百万円となりました。これは主に長・短期借入金の増加1,792百万円等によるも

のであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済情勢につきましては、景気後退による消費低迷が懸念され、経営環境は更に厳しさを増すものと予想さ

れます。

通期業績の見通しにつきましては、レンタル事業は業務改善効果等により引き続き堅調な推移が見込まれます。

建築コンサルティング事業は新商品投入の寄与により若干の回復が見込まれるものの、前期比で大幅な減益が避け

られない見通しにあります。

住宅事業は足元の順調な受注状況からみて、ほぼ期初の計画に近い業績が予想され、ボトルウォーター事業に関し

ても顧客数の着実な増加に支えられ、順調な推移が見込まれます。

以上の見通しを踏まえ、通期業績を次の通り予想しております。なお、平成20年10月31日に公表いたしました業績

予想の修正から変更はありません。

連結業績 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成21年3月期（百万円） 47,500 1,780 1,780 380

平成20年3月期（百万円） 44,035 1,488 1,548 99

増　減　率（％） 7.9 19.6 15.0 283.8
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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となり、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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,044,444 2,673,477

受取手形及び売掛金 1,192,404 1,307,742

商品及び製品 664,110 767,992

仕掛品 1,800,865 963,737

原材料及び貯蔵品 46,442 46,156

その他 1,616,706 1,640,297

貸倒引当金 △5,871 △6,499

流動資産合計 8,359,102 7,392,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,331,671 2,831,170

土地 3,108,871 2,406,946

その他（純額） 306,799 293,918

有形固定資産合計 6,747,343 5,532,035

無形固定資産   

のれん 127,894 171,929

その他 99,873 70,998

無形固定資産合計 227,767 242,928

投資その他の資産   

差入保証金 2,386,991 2,339,148

その他 993,031 1,064,524

貸倒引当金 △203,578 △213,070

投資その他の資産合計 3,176,444 3,190,601

固定資産合計 10,151,555 8,965,564

資産合計 18,510,657 16,358,468



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,229,728 2,046,206

未成工事受入金 2,819,600 1,296,468

短期借入金 1,212,000 628,300

未払法人税等 516,883 865,910

賞与引当金 652,055 651,916

引当金 53,271 28,497

その他 1,616,156 1,749,782

流動負債合計 9,099,696 7,267,083

固定負債   

長期借入金 2,339,700 1,131,100

その他 67,504 58,377

固定負債合計 2,407,204 1,189,477

負債合計 11,506,900 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 5,126,902 6,017,636

自己株式 △1,560,879 △1,560,723

株主資本合計 8,360,243 9,251,133

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,641 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 △1,356,486 △1,349,225

純資産合計 7,003,757 7,901,908

負債純資産合計 18,510,657 16,358,468



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 20,298,895

売上原価 11,928,935

売上総利益 8,369,959

販売費及び一般管理費 8,310,299

営業利益 59,659

営業外収益  

受取利息 4,053

受取配当金 7,459

受取地代家賃 6,758

受取手数料 10,994

その他 18,283

営業外収益合計 47,548

営業外費用  

支払利息 26,153

減価償却費 7,571

その他 6,614

営業外費用合計 40,339

経常利益 66,869

特別損失  

固定資産処分損 2,790

減損損失 86,281

その他 10,163

特別損失合計 99,235

税金等調整前四半期純損失（△） △32,366

法人税、住民税及び事業税 500,922

法人税等調整額 192,340

法人税等合計 693,263

四半期純損失（△） △725,629



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △32,366

減価償却費 194,844

減損損失 86,281

のれん償却額 44,035

固定資産処分損益（△は益） 2,790

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,120

賞与引当金の増減額（△は減少） 138

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12,600

工事損失引当金の増減額（△は減少） 12,174

受取利息及び受取配当金 △11,512

支払利息 26,153

売上債権の増減額（△は増加） 115,338

破産更生債権等の増減額（△は増加） 6,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △733,532

仕入債務の増減額（△は減少） 183,521

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,523,131

未払消費税等の増減額（△は減少） △140,338

その他 287

小計 1,279,496

利息及び配当金の受取額 11,627

利息の支払額 △26,399

法人税等の支払額 △863,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 400,873

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 △13,600

定期預金の払戻による収入 13,000

有形固定資産の取得による支出 △1,514,336

無形固定資産の取得による支出 △17,980

貸付金の回収による収入 1,442

差入保証金の差入による支出 △139,746

敷金及び保証金の回収による収入 22,857

その他 △9,334

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,657,697

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） 564,600

長期借入れによる収入 1,340,000

長期借入金の返済による支出 △112,300

自己株式の取得による支出 △156

配当金の支払額 △164,953

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,627,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 370,367

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 2,979,841



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

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
5,682,419 1,719,006 9,741,474 3,155,994 20,298,895 － 20,298,895

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
48,221 － － 329 48,550 △48,550 －

計 5,730,640 1,719,006 9,741,474 3,156,324 20,347,446 △48,550 20,298,895

営業利益又は営業損失(△) 1,003,215 533,461 △1,085,516 22,171 473,333 △413,673 59,659

　（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）

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間において、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。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間において、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。

６．その他の情報

受注の状況

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2四半期
平成20年4月１日～
平成20年9月30日

前中間期
平成19年4月１日～
平成19年9月30日

当第2四半期
平成20年9月30日現在

前中間期
平成19年9月30日現在

住宅事業 15,390,967 13,640,549 17,578,277 16,375,006

－ 4 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  20,324,475 100.0

Ⅱ　売上原価  11,600,928 57.1

売上総利益  8,723,547 42.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,195,659 40.3

営業利益  527,887 2.6

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 4,820   

２．受取配当金 9,564   

３．受取地代家賃 7,927   

４．受取手数料 10,118   

５．その他 33,656 66,086 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 11,798   

２．地代家賃 1,300   

３．減価償却費 6,738   

４．その他 12,570 32,406 0.1

経常利益  561,567 2.8

Ⅵ　特別利益    

１．営業権譲渡益 14,725 14,725 0.1

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産処分損 116,060   

２．その他 282 116,342 0.6

税金等調整前中間純利益  459,949 2.3

法人税、住民税及び事業税 677,203   

法人税等調整額 △97,822 579,380 2.9

中間純損失(△)  △119,430 △0.6

－ 5 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 459,949

減価償却費 152,595

のれん償却額 45,235

貸倒引当金の増減額 △157,833

賞与引当金の増減額 144,837

役員賞与引当金の増減額 △22,500

工事補償損失引当金の増減額 △3,431

受取利息及び受取配当金 △14,384

支払利息 11,798

売上債権の増減額 102,180

たな卸資産の増減額 △773,080

破産更生債権等の増減額　 147,793

仕入債務の増減額　 96,408

未成工事受入金の増減額 936,744

未払消費税等の増減額 △62,038

その他 8,310

小計 1,072,583

利息及び配当金の受取額　 13,910

利息の支払額 △12,110

法人税等の支払額　 △885,893

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,490

Ⅱ　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 △600

有形固定資産の取得による支出　 △564,063

無形固定資産の取得による支出　 △7,506

貸付による支出 △2,000

貸付金の回収による収入 1,410

保証金の差入による支出 △148,439

保証金の返還による収入　 17,760

その他　 △6,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △710,006

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　 159,900

長期借入による収入 800,000

長期借入金の返済による支出　 △91,000

自社株式の取得による支出　 △120

配当金の支払額 △230,507

財務活動によるキャッシュ・フロー 638,273

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 116,757

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中間期末残高 3,541,682

－ 6 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

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
5,601,194 2,399,855 9,423,002 2,900,422 20,324,475 － 20,324,475

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高
14,923 － － － 14,923 △14,923 －

計 5,616,117 2,399,855 9,423,002 2,900,422 20,339,398 △14,923 20,324,475

営業費用 5,015,816 1,420,200 10,325,587 2,644,352 19,405,957 390,630 19,796,587

営業利益又は営業損失(△) 600,301 979,654 △902,585 256,070 933,441 △405,553 527,887

〔所在地別セグメント情報〕

前中間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。

〔海外売上高〕

前中間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。

－ 7 －
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