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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 3,486 ― △4,032 ― △3,409 ― △3,783 ―
20年3月期第3四半期 18,272 ― 1,271 ― 1,206 ― 713 ―

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 △63.60 ―
20年3月期第3四半期 11.98 11.94

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 27,754 6,668 23.9 111.62
20年3月期 42,743 10,515 24.6 176.44

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,639百万円 20年3月期  10,496百万円

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  有   

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 20,000 △4.8 △4,000 ― △3,600 ― △4,000 ― △67.24

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）詳細につきましては、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）詳細につきましては、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） 

１．本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において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。実際の業
績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については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。 
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。  

 

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  59,496,186株 20年3月期  59,496,186株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  12,353株 20年3月期  9,724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  59,485,361株 20年3月期第3四半期  59,487,033株



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

（当四半期連結累計期間の経営成績）

  当第３四半期連結累計期間の売上高は3,486百万円となりました。これは計画を1,631百万円下回っております。未

曾有の全世界的経済危機がもたらした資金調達環境の悪化と投資意欲の減退が、不動産市場にかつてない停滞をもた

らし、当社の売上計画に予想以上の遅延が生じました。

  営業損失は4,032百万円となりました。これは計画を651百万円下回っております。主な要因は、棚卸資産の評価に

関する会計基準の適用による時価評価損1,417百万円と、投資損失引当金の計上による評価損1,430百万円との、合計

2,847百万円を原価として計上したことにより大幅な損失となりました。役員報酬ならびに管理職報酬の減額、不採算

子会社の整理、人員の削減など、販売費ならびに一般管理費の圧縮に努めましたが、売上計画の遅れによる利益の不

足を補うには至りませんでした。

  経常損失は3,409百万円となりました。これは計画を698百万円下回っております。主な営業外収益は、買主都合に

よる購入契約のキャンセルに係る違約金収入1,209百万円でございます。主な営業外費用は、当社の都合による違約金

損失250百万円、支払利息305百万円、などでございます。

  当第３四半期連結累計期間の純損失は3,783百万円となりました。これは計画を597百万円下回っております。特別

利益は、事業譲渡益133百万円でございます。特別損失は、棚卸資産の評価に関する会計基準の新規適用の特例に伴う

簿価切下として96百万円、投資有価証券評価損55百万円、関係会社の休眠による関係会社株式評価損10百万円などで

ございます。また、通期業績が損失見通しとなったことで、繰延税金資産を見直した結果、法人税等調整額を260百万

円計上いたしました。

（セグメント別成績）

　セグメント別成績につきましては、売上高は、不動産関連事業が3,315百万円、生活関連事業が171百万円となりま

した。本社管理経費配賦後の営業損失は不動産関連事業が4,009百万円、生活関連事業が23百万円でございます。

　主たる事業である不動産関連事業の営業成績の内訳は次のとおりでございます。

　販売事業が、売上高1,929百万円、売上総損失578百万円となりました。賃貸事業が、売上高905百万円、売上総利益

437百万円となりました。その他ホテルマネジメント事業等が、売上高481百万円、売上総利益428百万円となりました。

これらの他に、販売用不動産関連の評価損が、2,847百万円となりました。なお、販売事業が損失となりました理由は、

厳しい事業環境が続くことが予想されることから、手元資金流動性の向上と有利子負債の圧縮を目的とする原価割れ

売却を行なったことによります。

　地域別売上高割合は、九州・沖縄地方が53.8％、北海道・東北地方が22.4％、関東地方が19.0％、その他が4.8％で

ございます。

（当四半期連結累計期間の業績に重要な影響をもたらしたと判断される要因）

　当四半期連結累計期間は、サブプライムローン問題に端を発した「貸出縮小」「投資意欲の減退」と、建築基準法

の改正や資源高がもたらした「工期のロス」「建築コスト増」など、業界全体が逆風の中でのスタートとなりました。

その後も、円高・株安などに象徴される世界的な経済環境の悪化は我が国の全業種に影響を及ぼすこととなり、不動

産業界の置かれた状況は一向に改善することなく悪化の一途をたどり、大型倒産の連鎖が止まらない状況となりまし

た。そしてついには、未曾有の全世界的経済危機を招くこととなりました。この結果、資金の担い手と大型物件の購

入者不在の状態により、不動産流通市場は極端な停滞を来たしております。

  このような環境は当社グループの業績に対して、「販売計画の遅れ」「予想を上回る時価評価損の計上」「未着工

の開発物件の計画見直し」「繰延税金資産の取り崩し」など、多くのマイナスをもたらしました。

  当社グループはこの難局を克服するために、不動産の企画開発をメインとするフロービジネス型経営から、ホテル

マネジメントを柱とするストックビジネス型経営への転換を速やかに図って参ります。

 

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末の当社グループの総資産は27,754百万円となりました。これは、前連結会計年度末より

14,989百万円減少です。主な要因は、未着工の開発プロジェクトの撤退により、販売用不動産信託受益権が7,869百万

円減少したことによるものです。

　負債合計は21,085百万円となりました。これは、前連結会計年度末より11,143百万円減少です。主な要因は、未着

工の開発プロジェクトの撤退により、ノンリコースローンの7,100百万円の弁済が不要となったことです。

　純資産合計は6,668百万円となりました。これは、前連結会計年度末より3,846百万円減少です。主な要因は、繰越

利益剰余金の減少によるものです。　
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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 845,240 4,261,210

受取手形及び売掛金 89,814 89,955

有価証券 278 277

商品 16,375,587 17,459,042

原材料 121 －

仕掛品 139,274 2,474,223

販売用不動産信託受益権 6,171,694 14,040,633

営業投資有価証券 1,186,096 1,175,127

その他 1,171,139 1,744,564

貸倒引当金 △35,362 △2,570

流動資産合計 25,943,882 41,242,461

固定資産   

有形固定資産 989,446 532,471

無形固定資産   

のれん 339,743 498,475

その他 27,369 12,328

無形固定資産合計 367,113 510,804

投資その他の資産   

投資有価証券 99,855 202,303

その他 375,182 287,513

貸倒引当金 △21,824 △32,914

投資その他の資産合計 453,213 456,902

固定資産合計 1,809,772 1,500,178

繰延資産 － 73

資産合計 27,753,654 42,742,712

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,715 1,846,976

短期借入金 1,088,600 12,671,500

1年内返済予定の長期借入金 3,216,788 4,296,234

未払法人税等 45,032 626,164

引当金 38,780 15,331

その他 1,230,655 1,943,446

流動負債合計 5,700,570 21,399,651

固定負債   

長期借入金 14,417,990 10,122,033

引当金 111,280 120,291

その他 855,601 586,151

固定負債合計 15,384,872 10,828,474

負債合計 21,085,442 32,228,125
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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 5,487,759 5,487,759

資本剰余金 3,829,147 3,829,147

利益剰余金 △2,771,737 1,084,064

自己株式 △2,870 △2,620

株主資本合計 6,542,299 10,398,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 593

土地再評価差額金 97,125 97,125

評価・換算差額等合計 97,131 97,717

新株予約権 4,930 4,930

少数株主持分 23,852 13,589

純資産合計 6,668,212 10,514,587

負債純資産合計 27,753,654 42,742,712
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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 3,485,758

売上原価 5,975,382

売上総損失（△） △2,489,624

販売費及び一般管理費  

給料 297,491

のれん償却額 103,738

貸倒引当金繰入額 1,099

役員賞与引当金繰入額 35,438

賞与引当金繰入額 3,342

退職給付引当金繰入額 1,876

その他 1,099,084

販売費及び一般管理費合計 1,542,068

営業損失（△） △4,031,692

営業外収益  

受取利息 17,910

受取配当金 1,562

投資事業組合運用益 9,437

負ののれん償却額 2,772

違約金収入 1,208,600

その他 16,758

営業外収益合計 1,257,038

営業外費用  

支払利息 304,758

違約金損失 249,690

その他 79,500

営業外費用合計 633,948

経常損失（△） △3,408,602

特別利益  

固定資産売却益 692

事業譲渡益 133,333

その他 209

特別利益合計 134,235

特別損失  

固定資産売却損 2,396

投資有価証券評価損 54,559

関係会社株式評価損 10,000

販売用不動産評価損 95,606

減損損失 7,898

その他 17,795

特別損失合計 188,253

税金等調整前四半期純損失（△） △3,462,620

法人税、住民税及び事業税 49,900

法人税等調整額 260,192

法人税等合計 310,092

少数株主利益 10,263

四半期純損失（△） △3,782,976
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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（△） △3,462,620

減価償却費 40,305

減損損失 7,898

投資事業組合運用損益（△は益） △9,437

のれん償却額 103,738

負ののれん償却額 △2,772

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 35,438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,210

受取利息及び受取配当金 △19,462

支払利息 304,758

販売用不動産評価損 1,416,595

有形固定資産売却損益（△は益） 1,703

売上債権の増減額（△は増加） 62,406

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,007,858

販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） △264,923

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,204,323

営業貸付金の増減額（△は増加） △412,500

仕入債務の増減額（△は減少） △1,766,261

未払金の増減額（△は減少） △166,167

前受金の増減額（△は減少） △612,012

その他 691,235

小計 △855,098

利息及び配当金の受取額 19,462

利息の支払額 △307,131

法人税等の支払額 △538,912

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,681,679

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 △72,007

定期預金の払戻による収入 36,003

有形固定資産の取得による支出 △273,032

有形固定資産の売却による収入 4,126

無形固定資産の取得による支出 △18,498

投資有価証券の取得による支出 △25,011

投資有価証券の売却による収入 64,162

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

58,614

貸付けによる支出 △34,500

その他 4,388

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,755
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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) 

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 1,662,000

短期借入金の返済による支出 △6,144,900

長期借入れによる収入 4,768,400

長期借入金の返済による支出 △1,551,888

配当金の支払額 △127,274

その他 △250

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,393,913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,331,347

現金及び現金同等物の期首残高 4,012,587

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△59,089

現金及び現金同等物の四半期末残高 622,152
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