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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,531 ― △2,578 ― △3,121 ― △4,617 ―

20年3月期第3四半期 24,940 23.9 503 37.4 △78 ― △350 ―

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3四半期 △289.64 ―

20年3月期第3四半期 △22.01 ―

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3四半期 58,350 21,884 37.5 1,372.75
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3四半期  21,884百万円 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  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 ― 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 36,500 △11.0 △2,440 ― △3,150 ― △4,700 ― △294.81

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11月7日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しております。 
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3四半期  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3四半期  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3四半期  15,942,386株 20年3月期第3四半期  15,944,435株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱が国内の企業収益に影響を及ぼし、企業の生産調整や設備投資の減少とともに雇用環境が悪化する等、経

済活動の停滞と収縮が急速に進んでまいりました。 

住宅市場におきましては、新設住宅着工戸数は、改正建築基準法施行による混乱の影響は薄れてきたもののいま

だ回復しておらず、個人所得の伸び悩みや景気悪化の影響から消費者の住宅購入意欲は低下傾向が続く等厳しい市

況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、多様化する顧客ニーズを反映させた高品質の住宅を開発・提供し、宅

地分譲事業の拡大による新たな住宅需要の喚起を図り、地域に密着した営業展開を進めてまいりました。また、業

務の効率化を図り経費を圧縮する一方、たな卸資産の圧縮にも努めてまいりました。 

しかしながら、政府・与党から10月末に追加経済対策として過去最大規模の住宅ローン減税が発表されたことに

より顧客は様子見ムードとなったため、契約や引渡しが年明けまで先送りとなり、当第３四半期での売上高は53億

８千１百万円にとどまり、連結累計期間では235億３千１百万円となりました。また、利益面につきましては、土地

価格への下落圧力が強まる中、販売価格の見直しにより収益性が低下し、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25億７千８百万円、経常損失は31億２千１百万円となり、四半期純損失は46億１千７百万円

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、法人受注では厳しい受注環境が続いており、利益率は顧客獲得のため低水準で推移い

たしました。また、個人受注では、本社周辺を中心として家づくりセミナーや現場見学会等を開催し地域に密着し

た営業展開を推し進めてまいりました。 

この結果、建設事業部門の売上高は49億３千１百万円となり、営業損失は７千３百万円となりました。 

（ロ）不動産事業 

 不動産事業におきましては、分譲事業では、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に加

え、当第３四半期より、建物に対する顧客のご要望に柔軟に対応する新・住まいづくりシステム「ＢＹ－ＣＯＮＣ

ＥＰＴ（バイ・コンセプト）」を導入し、多様化するニーズに応える販売活動を展開してまいりました。しかしな

がら、顧客の買い控えやローン減税の様子見等から販売棟数が減少するとともに販売価格も低下いたしました。ま

た、収益不動産事業では、金融市場の混乱・信用収縮を背景として不動産投資が減少し、収益不動産の流動性が著

しく低下する等厳しい事業環境が続きました。 

 この結果、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184億２千２百万円となり、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19億８千７百万円となりました。 

（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１億７千７百万円、営業損

失４千６百万円をそれぞれ計上いたしました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は、583億５千万円となり、前連結会計年度末と比べて176億５百万円の減少とな

りました。これは主に、販売用不動産等の早期処分によりたな卸資産が合計で95億８千１百万円、顧客からの引渡

時金が第４四半期へ先送りされたこと等により、現金預金が37億１千６百万円、受取手形・完成工事未収入金等が

11億８千１百万円減少したことに加え、繰延税金資産（その他）が13億５百万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、364億６千６百万円となり、前連結会計年度末と比べて126億９千３百万円の減少となりま

した。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年以内償還予定を含む）の合計が125億１千３百万円、支

払手形・工事未払金等が８億１千５百万円減少し、未成工事受入金が７億７千８百万円増加したこと等によるもの

であります。 

 また、純資産は、218億８千４百万円となり、前連結会計年度末と比べて49億１千２百万円の減少となりました。

これは主に、四半期純損失が46億１千７百万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等

であります。この結果、自己資本比率は37.5％となりました。 

  

【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 



②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15億４千６百万円となり、前連結会

計年度末と比べて38億８千６百万円減少しました。 

 当第３四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86億３千９百万円となりました。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が計上されたこと及

び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） 

 投資活動により得られた資金は１億７千８百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が

計上されたこと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 127億４百万円となりました。これは主に、販売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。 

  

      当社グループの第３四半期連結会計期間における業績は、国内経済の悪化から住宅・不動産業界の厳しい事業 

    環境が続いていることに加え、政府・与党による追加経済対策として住宅ローン減税の大幅な延長・拡充が発表 

    されたことにより顧客の買い控えや様子見が発生したため、契約・引渡しともに計画を下回り、第３四半期以降 

    に計画しておりました戸建分譲住宅事業の売上目標 267棟に対しまして50棟の進捗となりました。第４四半期以 

    降の住宅・不動産業界におきましても厳しい事業環境が続くと予測されるため、業績の見直しを行い第３四半期 

    以降の売上は 203棟に止まる見込みとした結果、平成20年11月７日に公表いたしました通期の連結業績予想を下 

    記のとおり修正いたします。  

平成21年３月期連結業績予想数値の修正 

（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）           

   

 該当事項はありません。 

   

（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．連結業績予想に関する定性的情報 

     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 

   前回発表予想(Ａ) 
百万円 

  40,000

百万円

 △1,950

百万円 

 △2,650

百万円 

 △4,210

  円   銭

 △264.08

   今回修正予想(Ｂ)   36,500  △2,440  △3,150   △4,700  △294.81

   増減額(Ｂ－Ａ)   △3,500  △490  △500   △490      －   

   増減率(％)    △8.8      －        －        －        －  

  
(ご参考)前期実績 

(平成20年３月期)  
  41,009  1,438  553   309  19.39

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 

（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,916,374 5,632,546

受取手形・完成工事未収入金等 398,474 1,580,006

未成工事支出金 1,463,064 1,033,548

販売用不動産 32,226,051 30,363,726

仕掛販売用不動産 15,707,559 27,573,721

その他のたな卸資産 19,409 26,804

その他 328,812 2,079,656

貸倒引当金 △4,254 △6,180

流動資産合計 52,055,491 68,283,830

固定資産   

有形固定資産 4,170,275 4,391,803

無形固定資産 353,981 308,066

投資その他の資産   

投資有価証券 386,346 980,140

その他 1,446,504 1,994,698

貸倒引当金 △61,651 △2,419

投資その他の資産合計 1,771,199 2,972,420

固定資産合計 6,295,457 7,672,291

資産合計 58,350,948 75,956,121

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,468,080 3,283,794

短期借入金 23,937,747 27,480,747

1年内償還予定の社債 530,000 2,070,000

未払法人税等 160,913 130,551

未成工事受入金 1,307,873 529,736

賞与引当金 74,760 －

完成工事補償引当金 163,142 174,652

その他 793,840 781,140

流動負債合計 29,436,356 34,450,623

固定負債   

社債 400,000 550,000

長期借入金 5,587,662 12,867,816

退職給付引当金 538,220 475,989

その他 503,847 814,746

固定負債合計 7,029,730 14,708,552

負債合計 36,466,087 49,159,175



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,321,679 12,194,882

自己株式 △90,404 △90,364

株主資本合計 21,972,464 26,845,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,568 71,261

土地再評価差額金 △128,171 △192,520

為替換算調整勘定 － 72,497

評価・換算差額等合計 △87,603 △48,761

純資産合計 21,884,861 26,796,945

負債純資産合計 58,350,948 75,956,121



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,531,875

売上原価 22,354,449

売上総利益 1,177,426

販売費及び一般管理費 3,755,952

営業損失（△） △2,578,525

営業外収益  

受取利息 20,048

受取配当金 4,493

その他 49,731

営業外収益合計 74,273

営業外費用  

支払利息 528,980

その他 87,932

営業外費用合計 616,912

経常損失（△） △3,121,165

特別利益  

固定資産売却益 40,332

子会社清算益 71,621

特別利益合計 111,953

特別損失  

固定資産売却損 19,482

固定資産除却損 20,454

減損損失 106,083

投資有価証券評価損 29,436

その他 1,300

特別損失合計 176,756

税金等調整前四半期純損失（△） △3,185,968

法人税、住民税及び事業税 82,063

法人税等調整額 1,349,513

法人税等合計 1,431,576

四半期純損失（△） △4,617,544



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △3,185,968

減価償却費 100,173

減損損失 106,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,307

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,760

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,230

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △11,509

受取利息及び受取配当金 △24,542

支払利息 528,980

固定資産売却損益（△は益） △20,849

固定資産除却損 20,454

投資有価証券評価損益（△は益） 56,063

売上債権の増減額（△は増加） 1,160,042

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,796,018

仕入債務の増減額（△は減少） △752,398

その他 721,627

小計 8,688,473

利息及び配当金の受取額 14,676

利息の支払額 △516,548

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 453,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,639,984

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 △370,000

定期預金の払戻による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △66,986

有形固定資産の売却による収入 119,273

無形固定資産の取得による支出 △75,562

投資有価証券の売却による収入 345,008

貸付けによる支出 △42,900

貸付金の回収による収入 67,166

その他 2,348

投資活動によるキャッシュ・フロー 178,346



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,076,000

短期借入金の返済による支出 △6,372,000

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 △7,162,153

社債の償還による支出 △1,690,000

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 △12,704,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,886,171

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 1,546,374



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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      

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  
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  4,931,574  18,422,569  177,732  23,531,875  －  23,531,875

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  9,305  －  9,305 (9,305)  －

計  4,931,574  18,431,874  177,732  23,541,181 (9,305)  23,531,875

営業利益又は営業損失（△）  △73,932  △1,987,841  △46,830  △2,108,604 (469,921)  △2,578,525

【所在地別セグメント情報】 

【海外売上高】 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  24,940,910

Ⅱ 売上原価  20,423,040

   売上総利益  4,517,870

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,014,183

   営業利益  503,687

Ⅳ 営業外収益   

 １．受取利息配当金  44,493

 ２．投資有価証券売却益  58,429

 ３．その他営業外収益  51,438

   営業外収益合計  154,361

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  563,550

 ２．金融支払手数料  123,744

 ３．その他営業外費用  49,153

   営業外費用合計  736,448

   経常損失（△） △78,399

Ⅵ 特別損失   

 １．役員退職慰労金  146,529

 ２．その他特別損失  19,968

   特別損失合計  166,498

   税金等調整前四半期純損失（△）   △244,897

   法人税、住民税及び事業税   47,972

   法人税等調整額  58,062

   四半期純損失（△） △350,932



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純損失  △244,897

 減価償却費  101,410

 貸倒引当金の減少額 △1,296

 完成工事補償引当金の増加額   19,995

 退職給付引当金の増加額   41,655

 受取利息及び受取配当金  △44,493

 支払利息  563,550

 売上債権の減少額  765,018

 たな卸資産の増加額 △9,681,241

 仕入債務の減少額 △639,487

 その他 △341,337

小計 △9,461,124

 利息及び配当金の受取額  35,353

 利息の支払額  △561,039

 法人税等の支払額 △605,791

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,592,601

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 △200,000

 定期預金の払戻による収入  230,000

 有形固定資産の取得による支出 △60,128

 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  232,320

 その他 △282,654

投資活動によるキャッシュ・フロー  168,990



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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  11,960,000

 短期借入金の返済による支出 △9,698,000

 長期借入れによる収入  11,880,000

 長期借入金の返済による支出 △6,418,666

 配当金の支払額 △223,246

 その他  346,817

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,846,903

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  468

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,576,238

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期末残高  4,167,023



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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は、企業広告に要した費用及び当社の管理部 

          門でかかる費用であります。     

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  5,807,604  19,136,384  4,818  24,948,806 (7,895)  24,940,910

営業費用  6,009,556  17,864,754  4,166  23,878,477  558,746  24,437,223

営業利益又は営業損失(△)   △201,952  1,271,629  651  1,070,329 (566,641)  503,687
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