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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 961 ― △83 ― △94 ― △182 ―

20年3月期第2四半期 983 △16.7 14 ― △1 ― △19 ―

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 △6.10 ―

20年3月期第2四半期 △0.65 ―

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 1,045 △43 △4.1 △1.44

20年3月期 1,454 139 9.6 4.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  △43百万円 20年3月期  139百万円

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  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 2,071 △38.5 11 ― △10 ― △100 ― △3.34

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3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(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3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(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 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  30,148,000株 20年3月期  30,148,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  187,054株 20年3月期  183,534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  29,962,999株 20年3月期第2四半期  29,967,923株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定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、上記予想と異なる場合があります。 
・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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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第2四半期累計期間における我が国経済は、世界的な金融市場の混乱と原材料の高騰等により企業収益が圧迫され、

個人消費も低迷し、景気の減速感が一層強まりました。

  また建設・不動産業界は、サブプライムローン問題と首都圏不動産価格の下落等により、金融市場、不動産市場は

混乱を極め、不動産業の大型倒産が相次ぐ中、米国発の世界的な金融危機が追い打ちをかける形となって大変厳しい

状況のまま推移しております。

  当社においても、親会社であるセボン株式会社の民事再生申立てという想定外の事態に見舞われ、これを受けて本

年7月事業計画を修正し不動産事業強化方針を変更して対処に努めました。

  建築事業は、注文建築部門、リフォーム部門ともに概ね予定通りの売上高を計上致しております。また受注におい

ても9棟を獲得し、逆風の下で順調に成果をあげつつあります。建売部門は、当第2四半期会計期間の販売予定物件2棟

はいずれも完成致しましたが、販売が遅れたため、建築事業部門の売上高は2億89百万円(前年同期比20.3%減)となり

ました。

　賃貸事業は、千葉・茨城方面の入居率低下が顕著となり、売上高は4億19百万円(前年同期比15.9%減)となりまし

た。

　不動産事業は、不動産販売は予定通りの引渡しとなり売上高は2億52百万円(前年同期は実績なし)となりましたが、

仲介契約の獲得は難航し、購入側の資金手当ての制約(貸出抑制)もあって予定通りの成約には至りませんでした。

　以上の結果、当第2四半期累計期間の売上高は9億61百万円(前年同期比2.2%減)となりました。

　利益面においては、上述の建売販売の成約が出来なかったこと、不動産仲介の成約実績が当該期間ではゼロとなっ

たこと等により、売上総利益は1億5百万円(前年同期比56.2%減)となりました。販売費及び一般管理費は抑制に努め、

189百万円(前年同期比16.5％減)の支出となりましたが、83百万円の営業損失(前年同期は14百万円の営業利益)となり

ました。

　また、借入金の減少に伴い支払利息も減少しましたが、94百万円の経常損失(前年同期は1百万円の経常損失)となり

ました。

　なお、当事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、当第1四半期会計期間において従来所有して

おりました「販売用土地建物」について評価損88百万円を計上したため、四半期純損失は1億82百万円(前年同期は19

百万円の純損失)となりました。

　(なお、前年同期比増減率については、適用する会計基準が異なるものとの比較となるため、参考情報として記載し

ております。)　

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

　流動資産は、現預金25百万円の減少、回収による完成工事未収入金の減少88百万円のほか、不動産販売及び棚卸資

産の評価損88百万円の計上により販売用土地建物が2億86百万円減少したため前期末比4億3百万円減少し、9億74百万

円となりました。

　固定資産、投資その他の資産、繰延資産については減価償却費等により若干の減少となり、総資産は前期末比4億8

百万円減少の10億45百万円となりました。

　負債については、親会社からの借入金7億円について返済期日を延長したことに伴い、同額を長期借入金に振替して

おります。このため、流動負債は、工事未払金の減少1億2百万円、短期借入金返済94百万円等と合わせ前期末比9億23

百万円減少し、1億99百万円となりました。

　固定負債は、上述の長期借入金の振替による増加が大きく、前期末比6億97百万円の増加となりました。また負債合

計では前期末比2億25百万円減少の10億88百万円となりました。

　純資産は、四半期純損失1億82百万円の計上により、43百万円の債務超過となりました。 

②キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、販売用土地建物の売却による資金回

収に伴う棚卸資産の減少1億99百万円が大きく、営業キャッシュ・フローは70百万円となりましたが、短期借入金の返

済94百万円等により一部相殺され、前期末比25百万円減少し、3億31百万円となりました。 

　当第2四半期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)

　営業活動の結果得られた資金は70百万円となりました。これは主に販売用土地建物の売却による回収1億99百万円に

よるものです。

(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1百万円となりました。これは主に本社ショールームの改装工事によるものです。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果使用した資金は94百万円となりました。これは主に短期借入金の返済94百万円によるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報

　本四半期決算短信の発表に当たり、当年度の事業計画を見直しした結果、業績予想の修正を行っております。内容

に関しましては本日付別紙「平成21年3月期（通期）の業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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

　 ①一般債権の貸倒見積り高の算定方法

　   貸倒実績率等が全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場合に、前事業年度決算におい

     て算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用する方法によっております。

   ②棚卸資産の評価方法

     棚卸資産の簿価切下げに関して、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固定資産の減価償却費の算定方法

     定率法を採用している固定資産については、事業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。

   ④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

     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する方法によっ

     ております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等

     の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度決算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の影響を加味したものを利用する方法によっております。

（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　  

①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。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第1

  四半期会計期間より「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、税引前純損失は88百万円増加しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

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 331,676 357,408

受取手形・完成工事未収入金等 14,612 107,135

販売用不動産 561,527 848,448

未成工事支出金 54,224 55,334

その他 15,239 14,251

貸倒引当金 △3,190 △4,832

流動資産合計 974,089 1,377,746

固定資産   

有形固定資産 6,922 8,167

無形固定資産 2,768 3,733

投資その他の資産   

長期貸付金 29,181 30,466

その他 54,638 56,249

貸倒引当金 △23,251 △23,663

投資その他の資産計 60,568 63,052

固定資産合計 70,259 74,953

繰延資産 1,468 2,097

資産合計 1,045,816 1,454,797

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 82,917 185,439

短期借入金 27,500 822,000

未払法人税等 1,647 2,947

未成工事受入金 37,506 22,369

引当金   

賞与引当金 6,000 5,791

完成工事補償引当金 1,860 1,860

引当金計 7,860 7,651

その他 41,719 82,576

流動負債合計 199,150 1,122,983

固定負債   

長期借入金 700,000 －

長期預り敷金 121,021 124,448

引当金   

退職給付引当金 58,590 55,718

役員退職慰労引当金 7,000 7,000

引当金計 65,590 62,718

その他 3,186 4,661

固定負債合計 889,798 191,828

負債合計 1,088,948 1,314,812
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,340 867,340

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 △991,651 △808,772

自己株式 △18,819 △18,582

株主資本合計 △43,131 139,985

純資産合計 △43,131 139,985

負債純資産合計 1,045,816 1,454,797
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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  

完成工事高 232,034

兼業事業売上高 729,661

売上高合計 961,696

売上原価  

完成工事原価 210,727

兼業事業売上原価 645,600

売上原価合計 856,328

売上総利益  

完成工事総利益 21,306

兼業事業総利益 84,061

売上総利益合計 105,368

販売費及び一般管理費 189,039

営業損失（△） △83,670

営業外収益  

受取利息 486

その他 1,289

営業外収益合計 1,776

営業外費用  

支払利息 11,729

その他 629

営業外費用合計 12,358

経常損失（△） △94,253

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,053

特別利益合計 2,053

特別損失  

販売用不動産評価損 88,752

固定資産除却損 1,782

特別損失合計 90,535

税引前四半期純損失（△） △182,734

法人税等 145

四半期純損失（△） △182,879

－ 6 －

旭ホームズ㈱ (1913) 平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)

－ 6 －



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △182,734

減価償却費 2,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,053

賞与引当金の増減額（△は減少） 209

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,872

受取利息及び受取配当金 △486

支払利息 11,729

有形固定資産除却損 1,782

販売用不動産評価損 88,752

売上債権の増減額（△は増加） 92,214

たな卸資産の増減額（△は増加） 199,278

仕入債務の増減額（△は減少） △102,522

その他 △26,992

小計 84,238

利息及び配当金の受取額 396

利息の支払額 △11,638

法人税等の支払額 △2,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 70,024

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 △1,761

その他 742

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,019

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △94,500

自己株式の取得による支出 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,732

現金及び現金同等物の期首残高 357,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 331,676
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社は、当第2四半期累計期間において、四半期純損失182,879千円を計上した結果、43,131千円の債務超過となり

ました。また繰越利益剰余金はマイナス991,651千円と多額になっております。

　一方、営業キャッシュ・フローは第2四半期累計期間では70,024千円のキャッシュインフローとなりましたが、前事

業年度において3期連続のマイナスとなっております。

　これらにより、当社には引続き継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消するため、当事業年度初、建築事業、不動産事業の強化と利益重視型のコンパクトな経営

合理化を目標に掲げ、期間利益の累積によって当該疑義を解消する方針と致しました。

　しかしながら、当事業年度に入って以降の金融情勢、不動産市況の悪化等により、親会社であるセボン株式会社の

平成20年5月期本決算において、同社の財務諸表についても「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」

注記の記載がなされたことを受け、当社の事業計画における同社との取引について見直すとともに、当該注記の事実

を重く受け止め、当社の不動産事業全般についても一定程度の制約を考慮したうえで、平成20年7月、事業計画の修正

を行いました。その後、第２四半期会計期間において、建売住宅の早期販売に努めましたが首都圏不動産価格の下落

と金融抑制は予想以上に厳しく、また親会社・セボン株式会社の所有不動産を軸とした仲介成約を視野におき、精力

的な営業活動に努めましたが、同社は8月25日に民事再生を申立する仕儀となり、取扱い不動産に制約が生じたため、

当第２四半期会計期間での成約には至りませんでした。不動産市況、金融市場は予想以上に急速な冷え込みとなって

おり、このような状況下、債務超過解消のため再度の事業計画修正を行うことと致しました。

　修正後の事業計画による損益状況は下記の通りです。

〔平成20年度の事業計画修正概要〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)

決算期 平成20年度上期実績 平成20年度下期 平成20年度通期

 売上高 961 1,110 2,071

 営業利益 △83 94 11

 経常利益 △94 83 △10

 当期純利益 △182 83 △100

　当事業年度においては、建築事業における請負受注は順調に棟数を獲得しておりますが、不動産事業は、目下の金

融情勢、不動産市況を踏まえ、建売を含め手持在庫の販売と仲介契約の獲得を足場とし、借入による資金調達を前提

から外し、建売用地及び販売用不動産の新規購入は自己資金によるものとしております。このため、当初予定してお

りました建売計画、不動産販売計画の当期売上計上予定額は、本日現在の在庫相当分のみとし、更に首都圏不動産価

格の下落、購買層の買い控え傾向を勘案し、価格を大幅に引き下げて販売する方針です。これにより売上利益は予定

利益を下回りますが、当期中の成約、期間利益の確定を優先することと致しました。一方、不動産仲介獲得のため、

親会社所有不動産に限定せず、不動産業者間、エンドユーザー等、取扱物件の拡大に注力致します。また、事業計画

には織込み済みでありますが、当事業年度において「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しており、これに基

づき、第1四半期会計期間において評価損88百万円を計上しております。

　このため、修正後の事業計画は100百万円の当期純損失となる見込みではありますが、当会計期間末では債務超過は

解消出来る見込みです。

　

　また平成21年度についても、当期と同様の前提に立ち、建築事業、賃貸事業に当面計画の変更はありません。不動

産事業は目下の金融情勢を踏まえ、自己資金による範囲内での事業展開を想定し、建売計画、不動産販売は縮小し、

不動産仲介業務を主とした計画に変更し、利益率の改善を見込んでおります。

　これらの施策によって利益体質に転換するとともに、今後は業務提携等による当社の経営基盤の安定と財務体質の

強化を検討し、継続企業の前提に関する疑義の解消を図ってまいる所存です。

　資金については、親会社からの借入金７億円につき、返済期日を平成22年3月31日とする契約を締結しており、当面

の資金計画に支障はないと判断しております。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。
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（５）セグメント情報

①　事業部門別売上高明細表

部門別

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)

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)

 

増減

(参考)
平成20年３月期

(自 平成19年４月１日　
  至 平成20年３月31日)

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

金額
（千円）

構成比
（％）

建築部門 294,242  178,965  △115,277 814,391  

建売住宅部門　 －  57,720  57,720 38,950  

リフォーム部門 69,594  53,070  △16,524 102,141  

建築事業部門 計 363,836 37.0 289,755 30.1 △74,081 955,482 28.4

賃貸事業部門 499,023 50.8 419,867 43.7 △79,156 967,438 28.7

不動産事業部門 120,390 12.2 252,075 26.2 131,685 1,445,433 42.9

合計 983,250 100.0 961,696 100.0 △21,553 3,368,354 100.0

　(注)「建売住宅部門」には土地の売買契約高を含めております。　

②　建築事業部門の期中受注(販売)高

部門別

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)

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)

増減

(参考)
平成20年３月期

(自 平成19年４月１日　
  至 平成20年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築部門 139,313 191,458 52,145 429,225

建売住宅部門　 － 101,110 101,110 38,950

リフォーム部門 65,519 58,614 △6,905 100,173

合計 204,832 351,182 146,350 568,348

　(注)「建売住宅部門」には土地の売買契約高を含めております。　

③　建築事業部門の期末受注(販売)残高

部門別

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)

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)

増減

(参考)
平成20年３月期

(自 平成19年４月１日　
  至 平成20年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築部門 460,027 242,283 △217,744 229,790

建売住宅部門　　 － 43,390 43,390 －

リフォーム部門 8,947 16,599 7,651 11,055

合計 468,974 302,272 △166,703 240,845

 

（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。

－ 9 －

旭ホームズ㈱ (1913) 平成21年3月期第2四半期決算短信(非連結)

－ 9 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

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）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　完成工事高 363,836  100.0

Ⅱ　完成工事原価 304,815  83.8

完成工事総利益  59,021 16.2

Ⅲ　賃貸部門売上高 499,023  100.0

Ⅳ　賃貸部門売上原価 437,603  87.7

賃貸部門売上総利益  61,419 12.3

Ⅴ　仲介部門収入 120,390  100.0

Ⅵ　仲介部門収入原価 －  －

仲介部門総利益  120,390 100.0

売上高合計 983,250  100.0

売上原価合計 742,419  75.5

売上総利益合計  240,830 24.5

Ⅶ　販売費及び一般管理費  226,272 23.0

営業利益  14,558 1.5

Ⅷ　営業外収益    

受取利息 717   

その他 1,299   

営業外収益合計  2,017 0.2

Ⅸ　営業外費用    

支払利息 16,974   

その他 629   

営業外費用合計  17,603 1.8

経常損失  1,028 △0.1

Ⅹ　特別利益  1,176 0.1

XI  特別損失  19,329 2.0

税引前中間純損失  19,180 △2.0

法人税、住民税及び事業税  217 0.0

中間純損失  19,398 △2.0
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

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）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純損失 △19,180

　減価償却費 3,246

　固定資産除却損 1,513

　貸倒引当金の増加額 1,885

　賞与引当金の増加額 1,031

　退職給付引当金の増加額 7,989

　受取利息 △717

　支払利息 16,974

　売上債権の減少額 57,760

　たな卸資産の増加額 △581,238

　長期営業債権の減少額 292

　仕入債務の減少額 △209,300

　未成工事受入金の増加額 70,212

　未払金の減少額 △5,442

　預り敷金の減少額 △7,585

　その他 △4,874

小計 △667,434

　利息及び配当金の受取額 479

　利息の支払額 △18,373

  法人税等の支払額　 △1,610

営業活動によるキャッシュ・フロー △686,938

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　貸付金回収による収入 14,443

　その他 8,713

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,157

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金による収入 602,000

　短期借入金の返済による支出 △100,000

　自己株式取得による支出 △497

財務活動によるキャッシュ・フロー 501,502

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △162,279

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 554,941

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 392,661
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６．その他の情報

　該当事項はありません。
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