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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 28,046 ― 1,984 ― 1,380 ― 448 ―

20年3月期第3四半期 28,235 △8.0 3,557 136.2 2,680 338.2 1,612 384.0

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 18.00 ―

20年3月期第3四半期 63.09 ―

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 113,966 39,181 34.4 1,573.93
20年3月期 139,880 39,500 28.2 1,586.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  39,181百万円 20年3月期  39,500百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 30.00

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 51,100 △6.5 4,900 △34.2 3,900 △36.7 2,200 △39.5 88.38

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  無  

(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書、その他特定事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、様々な不確定要因 
  によって、実際の業績が上記の予想数値と異なる可能性があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  26,000,000株 20年3月期  26,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,106,234株 20年3月期  1,106,234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  24,893,766株 20年3月期第3四半期  25,565,393株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気減速が強まる中、金融機関のバランスシートが

相対的に健全性を維持していることなどから円高が更に進み、輸出関連企業の業績下方修正が相次ぐ結果、景気の

悪化が浮き彫りとなりました。 

 国内不動産市場におきましては、非正規雇用者を中心に雇用調整が進むなど、所得環境・個人消費いずれにおい

てもデフレ傾向が再燃し、住宅販売の低調が続いております。首都圏マンション在庫も1万2千戸という高い水準に

積み上がる中、供給各社において価格の下方改定を進め販売努力を行うほか、アウトレットマンションという割安

な買取再販が社会的にも注目されつつありますが、現時点では在庫消化のペースは緩やかなものにとどまり、不動

産価格の安定にはしばらく時間がかかる環境が続いております。 

 このような中、当社におきましては全社営業体制に転換し、マンション販売に注力する一方で、厚い手元流動性

と販売力を活かした他社開発残戸の買取再販事業に着手し、景気悪化のマイナス影響を最小限とすべく企業努力を

重ねておりますが、一方でオフィスビルの一棟売却先である不動産会社の破綻が生じたことなどから、解約が生じ

る結果となり、売上計画は未達となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は280億46百万円（前年同期比0.7％減）、経常利益は13

億80百万円（同48.5％減）、四半期純利益は4億48百万円（同72.2％減）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す。 

 ① 不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

 不動産販売事業におきましては、当第３四半期連結累計期間に分譲マンション413戸、オフィスビル1棟等を販

売したことにより、売上高235億79百万円（前年同期比0.3％減）、営業利益16億85百万円（同51.7％減）となり

ました。                      

    ② 不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

   不動産賃貸事業におきましては、売上高は14億39百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益6億86百万円（同

13.6％増）となりました。  

  ③ その他事業 

   その他事業におきましては、不動産管理事業、住設企画販売事業を主体に、売上高は30億27百万円（前年同期

比3.7％減）、営業利益2億34百万円（同41.1％増）となりました。 

  

（参考）中期経営計画「ＭＭ2010」の進捗状況  

 ※数値は、単体ベース。 

  

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 

  目標（平成21年度） 当第３四半期累計期間実績 平成20年３月期実績 

 売上高経常利益率(%)  11.0  5.1  12.1

 3期の累積経常利益(億円)  180  72  60

 最終年度における純資産額

（億円） 
 430  379  383

２．連結財政状態に関する定性的情報 

    当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

  比165億34百万円減少し、190億6百万円となりました。 

    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す。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益13億円、仕入債務の減少が110億89百万円と

なったため、38億99百万円の資金の減少（前年同期は307億4百万円の減少）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億35百万円の資金の減少（前年同期は5億51百万円の減少）となりまし

た。主たる要因は、有形固定資産の取得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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、125億円の資金の減少（前年同期は129億71百万円の増加）となりまし

た。主たる要因は、プロジェクトが終了したことによって不動産販売事業に伴う借入金が減少したことによるもの

であります。 

  



  平成20年11月11日公表の連結業績予想に変更はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

① 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。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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、主として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３四半期連結累計期間において、たな卸資産評価損を売上原価に508百万円、特別損失に

84百万円計上しており、営業利益、経常利益はそれぞれ508百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は593百

万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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   

現金及び預金 19,757 36,495

受取手形及び売掛金 165 376

販売用不動産 23,172 20,309

仕掛販売用不動産 45,696 56,683

営業貸付金 1,850 2,382

繰延税金資産 39 315

その他 642 958

貸倒引当金 △3 △6

流動資産合計 91,323 117,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,816 6,012

土地 13,548 13,214

その他（純額） 107 115

有形固定資産合計 19,472 19,342

無形固定資産   

特許権 18 25

ソフトウエア 73 84

その他 41 42

無形固定資産合計 134 152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,560 1,514

繰延税金資産 485 367

その他 1,833 1,831

貸倒引当金 △843 △842

投資その他の資産合計 3,036 2,870

固定資産合計 22,642 22,365

資産合計 113,966 139,880



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,668 16,757

短期借入金 4,530 4,830

1年内返済予定の長期借入金 33,041 30,314

未払法人税等 44 1,440

前受金 1,363 2,323

賞与引当金 26 242

役員賞与引当金 55 73

役員退職慰労引当金 4 15

その他 716 947

流動負債合計 45,451 56,945

固定負債   

長期借入金 28,512 42,691

退職給付引当金 83 78

役員退職慰労引当金 150 133

その他 586 530

固定負債合計 29,333 43,434

負債合計 74,784 100,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 31,252 31,550

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 39,157 39,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23 44

少数株主持分 － －

純資産合計 39,181 39,500

負債純資産合計 113,966 139,880



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 28,046

売上原価 21,706

売上総利益 6,339

販売費及び一般管理費 4,355

営業利益 1,984

営業外収益  

受取利息 64

違約金収入 422

匿名組合投資利益 116

その他 58

営業外収益合計 662

営業外費用  

支払利息 1,152

その他 113

営業外費用合計 1,266

経常利益 1,380

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産除却損 1

固定資産売却損 0

たな卸資産評価損 84

特別損失合計 86

税金等調整前四半期純利益 1,300

法人税、住民税及び事業税 681

法人税等調整額 170

法人税等合計 852

少数株主利益 －

四半期純利益 448



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,401

売上原価 7,167

売上総利益 1,233

販売費及び一般管理費 1,298

営業損失（△） △64

営業外収益  

受取利息 13

違約金収入 2

匿名組合投資利益 28

その他 15

営業外収益合計 61

営業外費用  

支払利息 366

その他 20

営業外費用合計 387

経常損失（△） △390

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △390

法人税、住民税及び事業税 △12

法人税等調整額 73

法人税等合計 61

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △451



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 1,300

減価償却費 259

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △215

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18

受取利息及び受取配当金 △67

匿名組合投資損益（△は益） △116

支払利息 1,152

たな卸資産評価損 84

有形及び無形固定資産除却損 1

有形固定資産売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） 741

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,870

その他の資産の増減額（△は増加） 182

未収消費税等の増減額（△は増加） 292

仕入債務の増減額（△は減少） △11,089

その他の負債の増減額（△は減少） △1,173

未払消費税等の増減額（△は減少） △5

小計 △791

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △1,074

法人税等の支払額 △2,105

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,899

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 △751

定期預金の払戻による収入 953

有形固定資産の取得による支出 △367

有形固定資産の売却による収入 1

無形固定資産の取得による支出 △6

出資金の分配による収入 35

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △135



（単位：百万円）

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  

短期借入金の純増減額（△は減少） △300

長期借入れによる収入 9,842

長期借入金の返済による支出 △21,295

配当金の支払額 △746

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,534

現金及び現金同等物の期首残高 35,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,006



 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）１．事業区分の方法 

事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

不動産販売事業……マンション等の開発分譲 

不動産賃貸事業……不動産賃貸及び付随業務 

その他事業……不動産管理、住設企画販売、金融関連、広告宣伝、不動産管理請負、人材派遣事業 

３．会計処理の方法の変更  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」４．(3)に記載のとおり、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）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の不動産

販売事業における営業利益は508百万円減少しております。 

  

  

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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため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） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（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〕 

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  23,579  1,439  3,027  28,046  －  28,046

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  77  729  806 (806)  －

計  23,579  1,516  3,756  28,853 (806)  28,046

営業利益  1,685  686  234  2,607 (622)  1,984

〔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（百万円）

Ⅰ 売上高  28,235

Ⅱ 売上原価  20,440

売上総利益  7,794

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,236

営業利益  3,557

Ⅳ 営業外収益  647

Ⅴ 営業外費用  1,524

経常利益  2,680

Ⅵ 特別利益  29

Ⅶ 特別損失  49

税金等調整前四半期純利益  2,660

法人税、住民税及び事業税  314

法人税等調整額   732

四半期純利益  1,612



  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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利益   2,660

 減価償却費       270

 支払利息   1,404

 売上債権の増減額（増加：△）  △1,152

 棚卸資産の増減額（増加：△）  △10,107

 仕入債務の増減額（減少：△）  △18,375

 その他  △1,125

小計 △26,425

 利息の支払額  △1,411

 法人税等の支払額  △2,930

 その他   62

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,704

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の払戻による収入  366

 定期預金の預入による支出 △958

 有形固定資産取得による支出 △32

 匿名組合分配金の受取額  49

 その他  23

投資活動によるキャッシュ・フロー △551

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の純増減額（減少：△）  2,880

 長期借入による収入  27,920

 長期借入金の返済による支出 △17,061

 自己株式の取得による支出 △0

 配当金の支払額 △767

財務活動によるキャッシュ・フロー  12,971

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △18,285

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  46,822

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  28,536



  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  

  

  該当事項はありません。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  23,647  1,442  3,145  28,235  －  28,235

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  74  1,275  1,350 (△1,350)  －

計  23,647  1,516  4,421  29,585 (△1,350)  28,235

営業費用   20,153  912  4,254  25,321 (△643)  24,677

営業利益  3,493  604  166  4,264 (△706)  3,557

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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