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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 19,773 ― △2,061 ― △2,535 ― △2,476 ―

20年3月期第2四半期 17,345 △3.9 △599 ― △1,010 ― 266 ―

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 △13.18 ―

20年3月期第2四半期 0.38 0.17

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 41,651 11,640 27.9 △117.64

20年3月期 57,592 14,092 24.4 △123.09

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  11,628百万円 20年3月期  14,080百万円

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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 43,000 4.9 1,700 ― 1,000 ― 700 27.1 1.19

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2四半期 218,478,331株 20年3月期 200,621,189株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 92,137株 20年3月期 92,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期 204,688,324株 20年3月期第2四半期 153,938,467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. 本資料に記載されている業績予想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。 
  業績予想に関する事項につきましては、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。  
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米国のサブプライムローン問題に端を発した欧米経済の減速や、エネルギー・原材料価格の高騰による

国内景気の先行き不透明感、金融市場での信用収縮を受けた不動産業者向け融資の厳格化等により、当社

を取り巻く事業環境が急激に変化しております。 

 そのような中、当第２四半期累計期間におきまして、新たな仕入れは抑制し完成物件を中心とした今期

の商品不動産の圧縮に注力してまいりました。しかしながら、ここ最近の世界的な金融不安の影響などに

より、国内景気は更に停滞色が濃く、マンション分譲市場の冷え込みも期初の予想を超える状況となって

おり、マンション販売競争の更なる激化に加え、厳しい市場環境が当面続くと予測されることから、販売

物件の価格下落リスクを最小限に抑えるため早期売却を行い、それにより粗利益率が低下いたしました。

その結果、当第２四半期累計期間のマンション分譲事業売上高は789戸、19,403百万円となり、前年同四

半期比242戸、3,554百万円の増加となりましたが、損益につきましては、上記の通り、完成在庫の早期処

分を優先したことにより営業損失2,061百万円、経常損失2,535百万円及び四半期純損失2,476百万円とな

りました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は41,651百万円となり、前事業年度末と比べ15,940百万円減少いたし

ました。これは、棚卸資産、未収入金、現金及び預金及び売上債権の減少が主な要因であります。 

 負債合計は、30,011百万円となり、前事業年度末と比べ13,488百万円減少いたしました。これは、借入

金、仕入債務及び開発事業損失引当金の減少が主な要因であります。 

  

厳しい販売環境は当面続いていくものと考えておりますが、平成21年３月期の業績予想につきまして

は、平成20年５月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、簿価切下げを行う方法によっております。 

① 会計方針の変更  

ａ棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による

簿価切下げの方法)に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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 ｂ広告宣伝費の算定方法 

 従来、分譲マンションに係る物件広告経費は、竣工時に一括して広告宣伝費に計上しておりました

が、第１四半期会計期間から売上計上時に個別の物件広告経費を広告宣伝費に計上することに変更い

たしました。 

 この変更は、顧客の購入動機の多様化及び広告媒体の複合化等により広告宣伝効果の発現と竣工時

に費用化することに乖離が生じたので、個別物件の売上高計上毎に費用収益の対応を明確にし、期間

損益を適正に表示するためであります。 

 これによる従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失

がそれぞれ377百万円減少しております。 

ｃ四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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。 
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 2,878 4,188 

受取手形及び売掛金 930 1,823 

販売用不動産 13,681 13,766 

開発事業等支出金 19,968 26,662 

その他 1,051 7,718 

貸倒引当金 △4 △4 

流動資産合計 38,507 54,155 

固定資産 

有形固定資産 852 853 

無形固定資産 299 347 

投資その他の資産 2,831 2,983 

貸倒引当金 △869 △791 

固定資産合計 3,115 3,393 

繰延資産 28 43 

資産合計 41,651 57,592 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 6,469 11,993 

短期借入金 19,072 21,714 

未払法人税等 16 48 

賞与引当金 85 151 

製品保証引当金 250 250 

開発事業損失引当金 350 1,476 

事業再生損失引当金 141 259 

その他 1,516 2,110 

流動負債合計 27,902 38,004 

固定負債 

長期借入金 1,276 4,754 

退職給付引当金 740 688 

その他 93 53 

固定負債合計 2,109 5,495 

負債合計 30,011 43,500 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,181 7,181 

資本剰余金 4,301 4,301 

利益剰余金 131 2,608 

自己株式 △14 △14 

株主資本合計 11,600 14,076 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 27 3 

評価・換算差額等合計 27 3 

新株予約権 12 12 

純資産合計 11,640 14,092 

負債純資産合計 41,651 57,592 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円） 

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

売上高 19,773 

売上原価 18,379 

売上総利益 1,394 

販売費及び一般管理費 3,456 

営業損失（△） △2,061 

営業外収益 

受取利息及び配当金 17 

その他 48 

営業外収益合計 66 

営業外費用 

支払利息 348 

貸倒引当金繰入額 125 

その他 65 

営業外費用合計 539 

経常損失（△） △2,535 

特別利益 

会員権売却益 8 

事業再生損失引当金戻入益 118 

特別利益合計 126 

特別損失 

固定資産除却損 0 

投資有価証券評価損 63 

特別損失合計 63 

税引前四半期純損失（△） △2,472 

法人税、住民税及び事業税 3 

法人税等合計 3 

四半期純損失（△） △2,476 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前中間損益計算書            

                              （単位：百万円） 

「参考資料」

科 目
前中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

  売上高 17,345

  売上原価 14,489

  売上総利益 2,855

  販売費及び一般管理費 3,455

  営業損失（△） △ 599

  営業外収益 59

  営業外費用 470

  経常損失（△） △ 1,010

  特別利益 2,951

  特別損失 1,794

  税引前中間純利益 145

  法人税、住民税及び事業税 △ 125

  法人税等調整額 4

  中間純利益 266
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