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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 7,823 10.7 192 384.1 207 ― △96 ―

20年3月期第3四半期 7,068 △5.9 39 △68.4 0 △99.6 △319 ―

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 △12.52 ―

20年3月期第3四半期 △40.91 ―

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 16,350 7,504 45.9 980.24
20年3月期 17,288 7,736 44.7 996.46

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,504百万円 20年3月期  7,736百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.50 10.50

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 14,550 34.0 790 292.0 745 538.9 154 ― 19.74

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。 
・業績予想につきましては、現在入手可能な情報により当社が合理的に判断した予想であり、実際の業 
 績は様々な要素により変動いたしますのでご承知おき下さい。 

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  8,030,248株 20年3月期  8,030,248株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  374,808株 20年3月期  266,508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  7,732,320株 20年3月期第3四半期  7,809,610株
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【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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機に伴う世界同時不況に巻

き込まれる状況となり、さらに、急速な円高による企業業績の大幅な悪化は、設備投資の減速や雇用情勢

の悪化に拍車をかけるなど、景気後退がさらに鮮明になり、非常に厳しい局面を迎えました。 

このような状況のもと不動産事業分野は、不動産市況の低迷や不動産融資の厳格化による相次ぐ不動産

関連企業の経営破綻など混迷を極め、さらには、建築価格上昇などの影響を受け住宅着工件数及びその販

売状況は厳しい状況となりました。しかしながら、当社グループでは、潜在的な宅地分譲需要の掘り起こ

しと顕在化された工業・商業施設用地の需要に対しての積極的な営業活動及び賃貸事業強化の結果により

売上高は前年同期を上回ることとなりました。また、環境事業分野は、景気後退局面の中、民間設備投資

の減少や公共事業の発注の延期などにより前年同期を下回ることとなりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,823百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益は192

百万円（前年同期比384.1％増）、経常利益は207百万円、四半期純損失は販売用不動産評価損を計上した

ことにより96百万円となりました。 

 

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。なお、セグメント間の取引については相殺消

去しております。 

①不動産事業 

 不動産事業分野は、大幅な景気後退局面を受けての顧客の買い控えと企業の設備投資の抑制などが

顕著に見られましたが、工業・商業施設用地の需要に対しての積極的な営業活動及び賃貸事業強化の

結果、前年同期を上回る状況となりました。このような中、開発事業（デベロッパー事業）において

は、分譲マンションの引き渡しが590百万円、工業・商業施設用地等の販売が3,004百万円となりまし

た。また、商業施設、居住用施設及び駐車場賃貸売上などの賃貸事業全体の売上が459百万円となりま

した。さらに、マネジメント事業においては、仲介・マンション管理売上などが180百万円となりまし

た。 

 この結果、売上高は4,234百万円（前年同期比36.5％増）となりました。 

 

②環境事業（コンクリート） 

 環境事業分野は、企業の業績の大幅悪化に伴う設備投資の減少や、道路特定財源問題による公共事

業の発注延期などにより工事量は厳しい状況となりました。このような中、コンクリート二次製品の

売上は1,552百万円（前年同期比6.1％減）となり、生コンクリート売上は307百万円（前年同期比

48.3％減）となりました。また、仕入商品等売上は1,667百万円（前年同期比2.7％減）となりました。 

 この結果、売上高は3,527百万円（前年同期比11.0％減）と前年同期を下回る状況となりました。 

 

③その他の事業 

 新規事業である飲食売上は51百万円となり、保険料収入等で10百万円となり、売上高は62百万円と

なりました。
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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総資産は16,350百万円（前連結会計年度末比5.4％減）となりまし

た。 

流動資産は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少、販売用不動産の売却によりたな卸資産が減少

し、9,838百万円（前連結会計年度末比12.4%減）となりました。固定資産は、賃貸用固定資産の取得など

により6,512百万円（前連結会計年度末比7.6%増）となりました。 

流動負債は、支払手形及び買掛金や短期借入金の減少により5,918百万円（前連結会計年度末比13.9%

減）となりました。固定負債は、賃貸用固定資産の預り敷金や長期借入金の増加により2,928百万円（前連

結会計年度末比9.5%増）となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は7,504百万円（前連結会計年度末比3.0％減）となりまし

た。純資産の減少の主な要因は、四半期純損失及び配当金の支払によるものであります。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末44.7％から45.9％となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は980円24銭となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、景況悪化に伴う当社グループ業績への影響は見通し難い状況ではありま

すが、現時点では概ね予想どおり推移しており、平成20年５月19日公表の業績予想に変更はございません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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 

  １．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ２．たな卸資産の評価方法 

当第３四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、当第２四半期連結会計期

間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、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．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上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は、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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるものに関しては、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する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 

  １． 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企

業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。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． 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純損失が452百万円増加しております。 
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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 681,605 1,182,147

受取手形及び売掛金 992,528 1,401,887

商品 14,416 14,990

製品 946,198 673,591

原材料 42,027 38,350

仕掛品 4,737 4,806

未成工事支出金 201,738 110,303

販売用不動産 6,532,092 7,488,371

その他 425,900 326,192

貸倒引当金 △2,470 △3,300

流動資産合計 9,838,775 11,237,341

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,538,524 2,122,357

土地 2,577,696 2,422,088

その他（純額） 422,739 535,555

有形固定資産合計 5,538,960 5,080,000

無形固定資産 48,888 50,127

投資その他の資産   

その他 941,541 1,004,567

貸倒引当金 △17,274 △83,568

投資その他の資産合計 924,267 920,998

固定資産合計 6,512,116 6,051,126

資産合計 16,350,892 17,288,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 365,901 937,358

短期借入金 4,435,000 4,885,000

1年内返済予定の長期借入金 684,387 632,245

未払法人税等 84,737 67,176

賞与引当金 21,058 51,717

その他 326,928 302,887

流動負債合計 5,918,013 6,876,385

固定負債   

長期借入金 1,920,341 1,823,747

退職給付引当金 321,182 287,715

役員退職慰労引当金 336,240 326,090

その他 350,930 238,238

固定負債合計 2,928,694 2,675,791

負債合計 8,846,708 9,552,176
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(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 1,652,065 1,652,065

資本剰余金 1,854,455 1,854,455

利益剰余金 4,147,244 4,321,706

自己株式 △129,849 △107,043

株主資本合計 7,523,915 7,721,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,616 19,791

繰延ヘッジ損益 △25,347 △4,682

評価・換算差額等合計 △19,731 15,108

純資産合計 7,504,184 7,736,291

負債純資産合計 16,350,892 17,288,468
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(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 7,823,955

売上原価 6,416,899

売上総利益 1,407,056

販売費及び一般管理費 1,214,321

営業利益 192,734

営業外収益  

受取利息 1,096

受取配当金 3,667

物品売却益 38,000

その他 88,276

営業外収益合計 131,041

営業外費用  

支払利息 97,832

持分法による投資損失 5,643

その他 12,325

営業外費用合計 115,801

経常利益 207,974

特別利益  

固定資産売却益 28,142

貸倒引当金戻入額 3,063

特別利益合計 31,206

特別損失  

固定資産除却損 14,715

投資有価証券評価損 9,835

販売用不動産評価損 439,085

特別損失合計 463,635

税金等調整前四半期純損失（△） △224,454

法人税、住民税及び事業税 110,233

法人税等調整額 △237,863

法人税等合計 △127,629

四半期純損失（△） △96,824
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

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 2,750,136

売上原価 2,125,944

売上総利益 624,192

販売費及び一般管理費 398,441

営業利益 225,750

営業外収益  

受取利息 317

受取配当金 1,357

その他 21,774

営業外収益合計 23,448

営業外費用  

支払利息 37,941

持分法による投資損失 1,048

その他 5,303

営業外費用合計 44,292

経常利益 204,906

特別損失  

固定資産除却損 87

投資有価証券評価損 9,835

特別損失合計 9,922

税金等調整前四半期純利益 194,983

法人税、住民税及び事業税 96,492

法人税等調整額 300

法人税等合計 96,793

四半期純利益 98,190
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(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（△） △224,454

減価償却費 186,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,478

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,658

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,466

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,150

受取利息及び受取配当金 △4,764

支払利息 97,832

持分法による投資損益（△は益） 5,643

投資有価証券評価損益（△は益） 9,835

固定資産売却損益（△は益） △28,142

固定資産除却損 14,715

販売用不動産評価損 439,085

売上債権の増減額（△は増加） 412,202

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,343

立替金の増減額（△は増加） 211

仕入債務の増減額（△は減少） △571,457

前受金の増減額（△は減少） 58,152

預り金の増減額（△は減少） 16,061

未払金の増減額（△は減少） △64,247

未払消費税等の増減額（△は減少） 111,993

その他 70,321

小計 710,460

利息及び配当金の受取額 4,787

利息の支払額 △95,424

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △89,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,588
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △691,502

固定資産の売却による収入 84,158

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 948

その他 △13,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △629,485

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） △450,000

長期借入れによる収入 755,000

長期借入金の返済による支出 △606,264

自己株式の取得による支出 △22,805

配当金の支払額 △77,574

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △500,541

現金及び現金同等物の期首残高 882,147

現金及び現金同等物の四半期末残高 381,605
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注記事項 

 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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

 該当事項はありません。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業（コ
ンクリート）

(千円) 

その他の事業

(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 

3,102,826  3,960,958 5,182 7,068,967 －  7,068,967 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

17,100  － 53,666 70,766 (70,766) － 

計 3,119,926  3,960,958 58,849 7,139,734 (70,766) 7,068,967 

営業利益 334,252  △42,830 9,012 300,433 (260,623) 39,810 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事

その他の事業 広告事業、保険代理店事業 

 

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） 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業（コ
ンクリート）

(千円) 

その他の事業

(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 

4,234,385  3,527,176 62,393 7,823,955 －  7,823,955 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

21,610  － 66,309 87,919 （87,919） － 

計 4,255,995  3,527,176 128,703 7,911,875 （87,919） 7,823,955 

営業利益 519,274  △31,434 △8,419 479,420 （286,685） 192,734 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事

その他の事業 広告事業、保険代理店事業、飲食店の経営 
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「参考資料」 

要約前四半期連結損益計算書 

    (単位:千円) 

  
前第３四半期 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

売上高  7,068,967

売上原価  5,878,470

売上総利益  1,190,497

販売費及び一般管理費  1,150,686

営業利益  39,810

営業外収益  108,048

営業外費用  147,320

経常利益  538

特別利益  5,776

特別損失  313,295

税金等調整前四半期純損失（△）  △306,980

法人税等  12,452

四半期純損失（△）  △319,432
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