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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 22,694 ― △5,650 ― △6,375 ― △6,590 ―

20年3月期第2四半期 21,084 35.9 1,003 184.2 319 ― 156 ―

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 △851.50 ―

20年3月期第2四半期 20.25 ―

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 73,884 2,416 3.3 312.17
20年3月期 87,297 9,204 10.5 1,189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,416百万円 20年3月期  9,204百万円

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 ― 25.00 25.00
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 60,500 6.1 △5,300 ― △6,700 ― △6,800 ― △878.53

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、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 
  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。 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  7,747,000株 20年3月期  7,747,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,874株 20年3月期  6,874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  7,740,126株 20年3月期第2四半期  7,741,829株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、エネルギー・原材料価格高や輸出の鈍化により企業
収益は減少を続け、その影響で雇用環境は依然として回復せず、国内景気は停滞しております。また、個
人消費につきましては、雇用及び所得の伸び悩みやエネルギー・食料品価格の上昇等から、弱めの動きと
なっております。 
当社企業グループの主要事業である分譲マンション業界におきましては、米国で発生したサブプライム

ローン問題に端を発した国際金融市場の混迷、依然続く建築費の高騰、地価の下落等先行きが不透明な状
況に加え、個人所得の伸び悩みや年金問題、物価の高騰による経済の先行きに対する不安等に伴う消費者
マインドの低下により、顧客購入意欲は減退し、分譲マンションの販売期間は長期化いたしました。 
このような事業環境におきまして、当社企業グループは、立地に重点をおいた土地取得と顧客に受け入

れられる価格設定を行う等、常に購入者を念頭においた事業を展開し、企業ブランドの確立に努めてまい
りましたが、これを上回る市況の悪化からたな卸資産の評価損5,404百万円を計上いたしました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は22,694百万円、営業損失は

5,650百万円、経常損失は6,375百万円、四半期純損失は6,590百万円となりました。 
  
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。 

(不動産販売事業) 
不動産市況・マンション市況の落ち込みが顕著となりました。加えて将来不安を抱えるなか、住宅の購

入時期を先延ばしにするお客様が数多く見受けられました。 
このようななかで、当第２四半期連結累計期間は、クレアホームズ東戸塚（神奈川県横浜市戸塚区）、

クレアシティ大阪清水谷（大阪府大阪市天王寺区）、クレアホームズ上之園（鹿児島県鹿児島市）、クレ
アホームズ新札幌（北海道札幌市厚別区）、クレアシティ小鶴新田（宮城県仙台市宮城野区）等539戸を
販売し、また、たな卸資産の評価損5,404百万円を計上いたしました。 
この結果、売上高は20,137百万円、営業損失は5,966百万円となりました。 

(不動産賃貸・管理事業) 
不動産賃貸・管理事業におきましては、賃貸市場は景気後退懸念からテナント企業の消極的姿勢が強

く、首都圏、地方ともに空室率が上昇し募集賃料が下落するといった需給動向に変わってきております
が、当社におきましてはテナント入居率を確保・維持するため施策をもってこれに対応してまいりまし
た。 
ビル管理事業におきましては、新規物件とスポット工事の受注及び原価の圧縮に努め、収益の向上を図

ってまいりました。 
また、マンション管理事業におきましては、新規管理戸数152戸を加え、総管理戸数6,884戸を受託する

とともに、オプション販売会を積極的に行い、売上拡大に努めてまいりました。 
この結果、売上高は2,485百万円、営業利益は725百万円となりました。 

(その他の事業) 
その他の事業(保険事業)におきましては、当社分譲マンション購入者向け火災保険等の販売が引き続き

順調に推移したものの、企業保険においては大幅減収となり、売上高は70百万円、営業利益は40百万円と
なりました。 

  

  
(資産) 
総資産は、前連結会計年度末に比べて15.4％減少し、73,884百万円となりました。これは、主として共

同事業会社に対する立替金を含む流動資産のその他が526百万円増加する一方で、借入金の返済等により
現金及び預金が8,000百万円、商事事業廃止等により受取手形及び売掛金が539百万円、たな卸資産が簿価
切下げ等により5,245百万円、繰延税金資産が171百万円それぞれ減少したことなどによるものでありま
す。 
(負債) 
負債は、前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、71,468百万円となりました。これは、主として竣工

不動産等に対する未払金を含む支払手形及び買掛金が1,411百万円増加する一方で、借入金が6,215百万
円、未払法人税等が781百万円、予約債権等の預り金を含むその他流動負債が1,041百万円それぞれ減少し
たことなどによるものであります。 
(純資産) 
純資産は、前連結会計年度末に比べて73.7％減少し、2,416百万円となりました。これは、主として不

動産販売事業においてたな卸資産の簿価切下げを行った結果、利益剰余金が6,784百万円減少したことな
どによるものであります。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当社企業グループの主力事業である不動産販売事業におきましては、米国で発生したサブプライムロー
ン問題に端を発した国際金融市場の混迷や、原油高、建築費の高騰、地価の下落等先行きが不透明な状況
に加え、個人所得の伸び悩みや年金問題、物価の高騰による経済の先行きに対する不安等に伴う消費者マ
インドの低下により買い控えが顕著になり、顧客購入意欲は減退し分譲マンションの販売期間が長期化い
たしました。 
また、不動産市況の想像以上の急速な変化を見込み、平成20年11月７日発表のとおり業績を下方修正い

たしました。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

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。 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、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。 
  

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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。 

  

通常の販売目的で保有する販売用不動産、不動産事業支出金については、従来、個別法による原価法
によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、そ

れぞれ5,404,469千円増加しております。 

貯蔵品については、先入先出法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに
伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
により算定しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から
適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。ただし、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており
ます。 
これによる損益に与える影響はありません。 

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)

(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 簡便な会計処理

(固定資産の減価償却の算定方法)

(棚卸資産の評価方法)

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(税金費用の計算)

(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 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

(販売用不動産、不動産事業支出金)

(貯蔵品)

③ リース取引に関する会計基準の適用
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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 4,394,461 12,394,657 

受取手形及び売掛金 1,623,789 2,162,854 

販売用不動産 10,430,342 8,173,495 

不動産事業支出金 39,301,782 46,800,112 

貯蔵品 3,306 7,183 

繰延税金資産 7,217 178,220 

その他 1,379,319 852,824 

貸倒引当金 △4,034 △14,199 

流動資産合計 57,136,184 70,555,149 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,387,810 3,451,701 

機械装置及び運搬具（純額） 20,965 25,804 

土地 12,532,180 12,532,180 

建設仮勘定 － 896 

その他（純額） 19,782 11,909 

有形固定資産合計 15,960,739 16,022,491 

無形固定資産 21,461 27,457 

投資その他の資産 

投資有価証券 401,797 329,944 

その他 440,867 438,286 

貸倒引当金 △76,325 △76,325 

投資その他の資産合計 766,340 691,906 

固定資産合計 16,748,541 16,741,855 

資産合計 73,884,725 87,297,004 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,544,844 8,133,589 

短期借入金 36,449,500 43,281,400 

未払法人税等 18,785 800,562 

賞与引当金 141,227 155,523 

役員賞与引当金 － 25,400 

その他 3,076,320 4,117,956 

流動負債合計 49,230,678 56,514,431 

固定負債 

長期借入金 18,960,400 18,343,600 

繰延税金負債 127,049 90,356 

再評価に係る繰延税金負債 1,753,417 1,753,417 

退職給付引当金 105,863 99,779 

長期預り敷金保証金 1,291,011 1,290,730 

固定負債合計 22,237,742 21,577,884 

負債合計 71,468,420 78,092,316 
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（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 1,008,344 1,008,344 

資本剰余金 673,277 673,277 

利益剰余金 752,763 7,537,039 

自己株式 △7,488 △7,488 

株主資本合計 2,426,895 9,211,171 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 165 4,273 

土地再評価差額金 △10,757 △10,757 

評価・換算差額等合計 △10,591 △6,483 

純資産合計 2,416,304 9,204,688 

負債純資産合計 73,884,725 87,297,004 
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(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 22,694,128 

売上原価 24,979,150 

売上総損失（△） △2,285,021 

販売費及び一般管理費 3,365,867 

営業損失（△） △5,650,889 

営業外収益 

受取利息 7,758 

受取配当金 3,393 

還付加算金 2,242 

その他 1,467 

営業外収益合計 14,862 

営業外費用 

支払利息 725,811 

その他 14,082 

営業外費用合計 739,893 

経常損失（△） △6,375,919 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 10,164 

特別利益合計 10,164 

特別損失 

固定資産除却損 3,337 

特別損失合計 3,337 

税金等調整前四半期純損失（△） △6,369,091 

法人税等 221,680 

四半期純損失（△） △6,590,772 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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前中間連結損益計算書 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

「参考」

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 21,084,685 100.0

Ⅱ 売上原価 16,952,464 80.4

   売上総利益 4,132,220 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,129,060 14.8

   営業利益 1,003,160 4.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11,861

 ２ 受取配当金 4,473

 ３ 税金還付加算金 2,732

 ４ その他 813 19,882 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 700,108

 ２ その他 3,617 703,725 3.3

   経常利益 319,317 1.5

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 8,924

 ２ 固定資産売却益 43 8,967 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 6,329

 ２ 減損損失 2,130

 ３ 投資有価証券評価損 3,120

 ４ ゴルフ会員権評価損 1,000

 ５ ゴルフ会員権貸倒損失 6,377

 ６ その他 72 19,029 0.0

   税金等調整前中間純利益 309,255 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

61,167

   法人税等調整額 91,264 152,432 0.8

   中間純利益 156,823 0.7

6. その他の情報
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