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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 18,150 ― △1,534 ― △1,893 ― △3,381 ―

20年3月期第2四半期 17,713 29.6 731 70.0 412 31.1 109 23.6

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 △212.13 ―

20年3月期第2四半期 6.85 ―

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 62,097 23,166 37.3 1,453.13
20年3月期 75,956 26,796 35.3 1,680.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  23,166百万円 20年3月期  26,796百万円

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  有  
 

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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  有  
 

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 40,000 △12.9 △1,950 ― △2,650 ― △4,210 ― △264.08

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. 平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。 
２. 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に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の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。 
３. 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。  

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  16,216,512株 20年3月期  16,216,512株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  274,201株 20年3月期  274,062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  15,942,419株 20年3月期第2四半期  15,945,286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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱や、原

油、原材料価格の高騰による企業収益への影響が顕在化する中、設備投資は減少し、個人消費も諸物価の上昇の影

響から伸び悩むなど、景気に減速感が出てまいりました。 

 住宅市場におきましては、新設住宅着工戸数は、昨年の改正建築基準法の影響による大幅な減少の反動増となり

ましたが、改正法施行前の着工戸数には、いまだ回復せず、個人所得の伸び悩みや景気の先行き不透明感から住宅

購入意欲の低下傾向も続いており、不動産市況は一段と厳しい環境が続きました。 

  このような状況のもと、当社グループは、不動産・住宅市場の動向や顧客ニーズを反映させた高品質の住宅を提

供し、地域に密着した営業活動を展開するとともに業務の効率化を図り、たな卸資産の圧縮に努めてまいりまし

た。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は181億５千万円となりましたが、利益面につきましては、継続

する土地価格への下落圧力から販売価格を見直したため収益性が低下し、販売費及び一般管理費の削減に努めまし

たものの、営業損失は15億３千４百万円、経常損失は18億９千３百万円となり、さらに繰延税金資産の取崩しを行

いました結果、四半期純損失は33億８千１百万円となりました。 

 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。 

（イ）建設事業 

 建設事業におきましては、法人受注では競争激化による厳しい受注環境は依然として続いており、利益率は低

水準で推移いたしました。また、個人受注では、本社周辺を中心に家づくりセミナーや現場見学会等顧客の取込

みを積極的に行い、地域に密着した営業展開を進めてまいりました。 

 この結果、建設事業部門の売上高は31億７千４百万円となり、営業損失は７千万円となりました。 

（ロ）不動産事業  

 不動産事業におきましては、分譲事業は、戸建住宅においては、快適に暮らせる街づくり、高い品質と性能を

持つ主力商品グローイングシリーズの販売を進め、あわせて土地売却を進めてまいりました。しかしながら、首

都圏で顧客の買い控えにより販売棟数が減少するとともに販売価格も低下しました。また、収益不動産事業にお

いては、金融市場の混乱・信用収縮を背景にして不動産投資市場の流動性が著しく低下しました。その他賃貸収

入や販売手数料等を加えました不動産事業部門の売上高は148億６千９百万円となり、たな卸資産に関して収益

性の低下が明らかなものについて簿価切下げを行い売上原価に計上いたしました結果、営業損失は11億９百万円

となりました。 

（ハ）その他事業 

 その他事業といたしましては、金銭の貸付業務や美容室の店舗運営等により、売上高１億１千２百万円、営業

損失２千５百万円をそれぞれ計上いたしました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、620億９千７百万円となり、前連結会計年度末と比べて138億５千８百万円の

減少となりました。これは主に、現金預金が12億５千万円、受取手形・完成工事未収入金等が12億７千２百万円、

販売用不動産等たな卸資産が88億９千万円、繰延税金資産（その他）が13億７百万円減少したこと等によるもので

あります。 

 負債につきましては、389億３千万円となり、前連結会計年度末と比べて102億２千８百万円の減少となりまし

た。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年内償還予定を含む）の合計が93億６千１百万円、支払手

形・工事未払金等が14億７千７百万円減少し、未成工事受入金が７億１千万円増加したことによるものでありま

す。 

 また、純資産は、231億６千６百万円となり、前連結会計年度末と比べて36億３千万円の減少となりました。こ

れは主に、四半期純損失が33億８千１百万円計上されたこと及び配当金の支払額１億９千１百万円による減少であ

ります。この結果、自己資本比率は37.3％となりました。 



   キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、40億１千２百万円となり、前連結会

計年度末と比べて14億２千万円減少いたしました。 

 当第２四半期連結累計期間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） 

 営業活動により得られた資金は82億９千９百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上

と仕入債務の減少による支出がありましたが、たな卸資産の減少と売上債権の減少による収入と法人税等の還付に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は１億６千７百万円となりました。これは主に、定期預金の預入期間の変更による支出

と払戻による収入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） 

 財務活動に使用した資金は95億５千２百万円となりました。これは主に、売上高の増加にともないプロジェクト

資金の借入金の返済を進めたこと及び社債の償還による支出であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間における業績の進捗や今後の市場環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

20年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。当該予想に関する詳細は、本日（平成

20年11月７日）公表の「平成21年３月期業績予想の修正および配当予想の修正ならびに役員報酬の減額に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

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 

（簡便な会計処理） 

 たな卸資産の評価方法  

  たな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。        

（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   

現金預金 4,382,508 5,632,546

受取手形・完成工事未収入金等 307,476 1,580,006

未成工事支出金 1,561,229 1,033,548

販売用不動産 29,436,274 30,363,726

仕掛販売用不動産 19,086,099 27,573,721

その他のたな卸資産 24,099 26,804

その他 393,492 2,079,656

貸倒引当金 △2,245 △6,180

流動資産合計 55,188,934 68,283,830

固定資産   

有形固定資産 4,205,710 4,391,803

無形固定資産 306,826 308,066

投資その他の資産   

投資有価証券 934,021 980,140

その他 1,524,223 1,994,698

貸倒引当金 △62,446 △2,419

投資その他の資産合計 2,395,798 2,972,420

固定資産合計 6,908,335 7,672,291

資産合計 62,097,270 75,956,121

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,806,650 3,283,794

短期借入金 23,612,747 27,480,747

1年内償還予定の社債 530,000 2,070,000

未払法人税等 186,755 130,551

未成工事受入金 1,240,546 529,736

完成工事補償引当金 170,779 174,652

その他 759,549 781,140

流動負債合計 28,307,028 34,450,623

固定負債   

社債 425,000 550,000

長期借入金 9,039,666 12,867,816

退職給付引当金 517,751 475,989

その他 641,552 814,746

固定負債合計 10,623,970 14,708,552

負債合計 38,930,999 49,159,175



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,820,590 6,820,590

資本剰余金 7,920,600 7,920,600

利益剰余金 8,571,770 12,194,882

自己株式 △90,404 △90,364

株主資本合計 23,222,555 26,845,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,328 71,261

土地再評価差額金 △142,612 △192,520

為替換算調整勘定 － 72,497

評価・換算差額等合計 △56,284 △48,761

純資産合計 23,166,271 26,796,945

負債純資産合計 62,097,270 75,956,121



（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 18,150,631

売上原価 17,110,698

売上総利益 1,039,932

販売費及び一般管理費 2,573,984

営業損失（△） △1,534,051

営業外収益  

受取利息 15,902

受取配当金 3,800

その他 43,791

営業外収益合計 63,494

営業外費用  

支払利息 363,336

その他 60,051

営業外費用合計 423,388

経常損失（△） △1,893,945

特別利益  

固定資産売却益 27,300

子会社清算益 71,621

特別利益合計 98,921

特別損失  

固定資産売却損 12,033

固定資産除却損 19,281

減損損失 106,083

投資有価証券評価損 35,868

特別損失合計 173,266

税金等調整前四半期純損失（△） △1,968,291

法人税、住民税及び事業税 40,547

法人税等調整額 1,373,056

法人税等合計 1,413,603

四半期純損失（△） △3,381,894



（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（△） △1,968,291

減価償却費 62,249

減損損失 106,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,092

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,761

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,873

受取利息及び受取配当金 △19,703

支払利息 363,336

固定資産売却損益（△は益） △15,267

固定資産除却損 19,281

投資有価証券評価損益（△は益） 35,868

売上債権の増減額（△は増加） 1,251,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,027,477

仕入債務の増減額（△は減少） △1,406,622

その他 531,322

小計 8,080,757

利息及び配当金の受取額 12,872

利息の支払額 △354,633

法人税等の還付額 560,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,299,865

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 △350,000

定期預金の払戻による収入 180,000

有形固定資産の取得による支出 △28,232

有形固定資産の売却による収入 67,196

無形固定資産の取得による支出 △37,114

貸付けによる支出 △33,300

貸付金の回収による収入 34,172

その他 △126

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,403



（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) 

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 1,306,000

短期借入金の返済による支出 △4,840,000

長期借入れによる収入 635,000

長期借入金の返済による支出 △4,797,149

社債の償還による支出 △1,665,000

自己株式の取得による支出 △39

配当金の支払額 △191,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,552,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,420,037

現金及び現金同等物の期首残高 5,432,546

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,012,508



 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） 

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は事業内容を勘案し、次のとおり分類しております。 

建設事業：戸建住宅、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

不動産事業：戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸・コンサル

ティング等 

その他事業：金融サービス事業、美容室の店舗運営 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

【海外売上高】 

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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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。 

 
建設事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他事業 
（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 3,174,947 14,862,791 112,892 18,150,631 － 18,150,631 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 6,596 － 6,596 (6,596) － 

計 3,174,947 14,869,388 112,892 18,157,228 (6,596) 18,150,631 

営業利益又は営業損失（△） △70,120 △1,109,602 △25,772 △1,205,495 (328,556) △1,534,051 



「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   17,713,954 100.0 

Ⅱ 売上原価   14,372,906 81.1 

売上総利益   3,341,048 18.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,609,528 14.8 

営業利益   731,520 4.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息配当金 33,626     

２．投資有価証券売却益 58,429     

３．その他営業外収益 34,096 126,152 0.7 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 359,735     

２．金融支払手数料 80,174     

３．その他営業外費用 5,273 445,182 2.5 

 経常利益   412,490 2.3 

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 7,543     

２．ゴルフ会員権等評価損  8,000     

 ３. 役員退職慰労金 146,529 162,073 0.9 

 税金等調整前中間純利益   250,417 1.4 

法人税、住民税及び事業
税 151,981     

法人税等調整額 △10,823 141,158 0.8 

中間純利益   109,258 0.6 

       



（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 250,417 

 減価償却費 68,142 

 貸倒引当金の増加額 1,955 

 完成工事補償引当金の増加額 25,375 

 退職給付引当金の増加額 9,323 

受取利息及び受取配当金 △33,626 

 支払利息 359,735 

 固定資産除却損 7,543 

 ゴルフ会員権等評価損 8,000 

 投資有価証券売却益 △58,429 

 売上債権の増加額 △45,747 

 たな卸資産の増加額 △7,583,016 

 仕入債務の減少額 △438,016 

 その他 149,871 

小計 △7,278,471 

 利息及び配当金の受取額 24,486 

 利息の支払額 △362,029 

 法人税等の支払額 △532,154 

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,148,169 

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  △180,000 

 定期預金の払戻による収入 180,000 

 有形固定資産の取得による支出 △47,721 

 無形固定資産の取得による支出 △19,064 

 投資有価証券の取得による支出 △217,632 

 投資有価証券の売却による収入 569,735 

 貸付けによる支出 △102,650 

 貸付金の回収による収入 159,253 

 その他投資による支出 △8,325 

 その他投資の回収による収入 9,874 

投資活動によるキャッシュ・フロー 343,469 

 



 
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） 

Ⅲ 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  8,410,000 

 短期借入金の返済による支出 △5,995,000 

 長期借入れによる収入 8,280,000 

 長期借入金の返済による支出 △4,563,666 

 社債償還による支出 △140,000 

 自己株式の取得による支出 △1,168 

 配当金の支払額 △223,246 

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,766,917 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 281 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,037,500 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,743,261 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,705,761 

   



（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） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は事業内容を勘案し、次のとおり分類しております。 

建設事業：戸建住宅、マンション、オフィスビル等の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

不動産事業：戸建住宅、マンション、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸・コンサルティング等

その他事業：金融サービス事業 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は374,310千円であり、その内容は企

業広告に要した費用及び当社の総務・経理部門でかかる費用であります。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

     本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
建設事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他事業 
（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 3,433,227 14,277,446 3,280 17,713,954 － 17,713,954 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 5,616 － 5,616 (5,616) － 

計 3,433,227 14,283,063 3,280 17,719,571 (5,616) 17,713,954 

営業費用 3,593,859 13,017,410 2,590 16,613,859 368,574 16,982,434 

営業利益又は営業損失（△） △160,631 1,265,652 690 1,105,711 (374,191) 731,520 
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