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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 34,591 ― △5,614 ― △6,677 ― △6,900 ―

20年3月期第3四半期 35,011 18.9 1,959 △0.9 897 △19.4 505 △23.2

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 △891.46 ―

20年3月期第3四半期 65.31 ―

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 71,877 2,109 2.9 272.52
20年3月期 87,297 9,204 10.5 1,189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,109百万円 20年3月期  9,204百万円

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 ― 25.00 25.00
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 60,500 6.1 △5,300 ― △6,700 ― △6,800 ― △878.53

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 
  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。 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実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、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  7,747,000株 20年3月期  7,747,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,874株 20年3月期  6,874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  7,740,126株 20年3月期第3四半期  7,741,325株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国に端を発した金融不安により世界的な景気後退
局面に入り、生産や企業収益が大幅に減少し、その結果、雇用・所得環境が厳しさを増す等悪化しており
ます。また、厳しい所得環境・株価の下落等により、高額商品を中心に消費者マインドは悪化しておりま
す。 
当社企業グループの主要事業である分譲マンション業界におきましては、企業収益の悪化や雇用不安の

高まり等を背景とした購入意欲減退により、供給戸数の減少にもかかわらず、販売在庫は増加しておりま
す。 
このような事業環境におきまして、当社企業グループは、新中期３ヶ年計画（リエンジニアリングプラ

ン2010）を策定し、原点回帰をキーワードとして業績の回復を図ることといたしました。これに基づき不
動産事業の組織強化及び自社販売の確立を目的として、平成20年11月７日付にて東京支社の設置及び大阪
支店から大阪支社への変更とともに、自社販売チームを設置し、販売業務を立ち上げました。さらに、平
成21年１月１日付にてシナジー効果を高めるため、東京支社アフターサービス事業部とビル事業本部マン
ション管理部との統合による東京支社マンションサービス事業部を設置する等本業収益力強化、エリア戦
略に重点を置いた事業を展開しております。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績におきましては、売上高は34,591百万円、営業損失は

5,614百万円、経常損失は6,677百万円、四半期純損失は6,900百万円となりました。 
  
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。 

(不動産販売事業) 
景気後退感が続きマンション購入意欲が足踏み状態となるなか、住宅ローン減税等の政策の実施時期が

曖昧であるため、買い控え現象が特に高額物件において数多く見受けられました。 
このようななかで、当第３四半期連結累計期間は、アイランドグレース（神奈川県川崎市川崎区）、ク

レアガーデン伏見桃山（京都府京都市伏見区）、クレアセトル呉本通（広島県呉市）、クレアシティ鳥飼
（福岡県福岡市城南区）、クレアシティ宮の沢ライブズ（北海道札幌市西区）等874戸を販売し、また、
たな卸資産の評価損5,230百万円を計上いたしました。 
この結果、売上高は30,867百万円、営業損失は6,143百万円となりました。 

(不動産賃貸・管理事業) 
不動産賃貸・管理事業におきましては、賃貸市場は景気が減速するなか、全国主要都市で賃貸ビル空室

率の上昇が鮮明になりました。このような状況下のなか、テナントを確保するため、テナントニーズに柔
軟に対応し、入居条件の緩和を図りながらリーシングに努めました。 
ビル管理事業におきましては、管理費圧縮の動きが見られるなか、原価の圧縮に努めました。 
また、マンション管理事業におきましては、新規管理戸数294戸を加え、総管理戸数7,026戸を受託いた

しましたが、オプション売上はオプション販売会を積極的に行うものの、マンション契約の影響を受ける
結果となりました。 
この結果、売上高は3,633百万円、営業利益は1,089百万円となりました。 

(その他の事業) 
その他の事業(保険事業)におきましては、個人向け保険の販売は引き続き順調に推移しましたが、企業

保険においては法人契約の終了に伴う大幅減少から、売上高は89百万円、営業利益は46百万円となりまし
た。 

  

  
(資産) 
総資産は、前連結会計年度末に比べて17.7％減少し、71,877百万円となりました。これは、主として共

同事業会社に対する立替金を含む流動資産のその他が575百万円増加する一方で、借入金の返済等により
現金及び預金が9,190百万円、商事事業廃止等により受取手形及び売掛金が955百万円、たな卸資産が簿価
切下げ等により5,632百万円、繰延税金資産が171百万円それぞれ減少したことなどによるものでありま
す。 
(負債) 
負債は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、69,768百万円となりました。これは、主として竣工

不動産等に対する未払金を含む支払手形及び買掛金が5,463百万円増加する一方で、借入金が10,089百万
円、未払法人税等が787百万円、賞与引当金が108百万円、予約債権等の預り金を含むその他流動負債が
2,803百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 
(純資産) 
純資産は、前連結会計年度末に比べて77.1％減少し、2,109百万円となりました。これは、主として不

動産販売事業においてたな卸資産の簿価切下げを行った結果、利益剰余金が7,093百万円減少したことな
どによるものであります。 

  

【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
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平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表いたしました連結業績予想に
変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

  

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、前連結会計年度末の実
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、棚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。 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 
  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税
効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し
ております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

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。 

  

通常の販売目的で保有する販売用不動産、不動産事業支出金については、従来、個別法による原価法
によっておりましたが、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、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の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、そ

れぞれ5,230,018千円増加しております。 

貯蔵品については、先入先出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、先入先出法による原価法（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。 
これによる損益に与える影響はありません。 

  

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

① 簡便な会計処理

(棚卸資産の評価方法)

(固定資産の減価償却の算定方法)

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(税金費用の計算)

(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」の適用

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

(販売用不動産、不動産事業支出金)

(貯蔵品)
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所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から
適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定
額法を採用しております。ただし、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており
ます。 
これによる損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用
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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 3,204,140 12,394,657

受取手形及び売掛金 1,207,122 2,162,854

販売用不動産 16,940,970 8,173,495

不動産事業支出金 32,405,000 46,800,112

貯蔵品 2,461 7,183

繰延税金資産 7,217 178,220

その他 1,428,003 852,824

貸倒引当金 △3,030 △14,199

流動資産合計 55,191,886 70,555,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,339,210 3,451,701

機械装置及び運搬具（純額） 18,430 25,804

土地 12,532,180 12,532,180

建設仮勘定 － 896

その他（純額） 18,285 11,909

有形固定資産合計 15,908,106 16,022,491

無形固定資産 17,725 27,457

投資その他の資産   

投資有価証券 405,707 329,944

その他 430,764 438,286

貸倒引当金 △76,325 △76,325

投資その他の資産合計 760,146 691,906

固定資産合計 16,685,978 16,741,855

資産合計 71,877,865 87,297,004

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,597,044 8,133,589

短期借入金 33,651,400 43,281,400

未払法人税等 12,897 800,562

賞与引当金 47,174 155,523

役員賞与引当金 － 25,400

その他 1,314,924 4,117,956

流動負債合計 48,623,440 56,514,431

固定負債   

長期借入金 17,883,800 18,343,600

繰延税金負債 127,723 90,356

再評価に係る繰延税金負債 1,753,417 1,753,417

退職給付引当金 92,629 99,779

長期預り敷金保証金 1,287,497 1,290,730

固定負債合計 21,145,067 21,577,884

負債合計 69,768,507 78,092,316
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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 1,008,344 1,008,344

資本剰余金 673,277 673,277

利益剰余金 443,497 7,537,039

自己株式 △7,488 △7,488

株主資本合計 2,117,630 9,211,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,484 4,273

土地再評価差額金 △10,757 △10,757

評価・換算差額等合計 △8,272 △6,483

純資産合計 2,109,357 9,204,688

負債純資産合計 71,877,865 87,297,004
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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 34,591,129

売上原価 35,302,374

売上総損失（△） △711,244

販売費及び一般管理費 4,903,218

営業損失（△） △5,614,462

営業外収益  

受取利息 9,654

受取配当金 5,420

還付加算金 2,257

その他 4,343

営業外収益合計 21,675

営業外費用  

支払利息 1,070,749

その他 14,084

営業外費用合計 1,084,834

経常損失（△） △6,677,621

特別利益  

固定資産売却益 103

貸倒引当金戻入額 11,169

償却債権取立益 5,528

特別利益合計 16,801

特別損失  

固定資産除却損 3,938

ゴルフ会員権評価損 7,988

特別損失合計 11,926

税金等調整前四半期純損失（△） △6,672,746

法人税等 227,291

四半期純損失（△） △6,900,038
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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。 

  

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) 

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) 

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

「参考」

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)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 35,011,826

Ⅱ 売上原価 28,266,626

   売上総利益 6,745,199

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,785,997

   営業利益 1,959,202

Ⅳ 営業外収益 32,320

Ⅴ 営業外費用 1,093,899

   経常利益 897,623

Ⅵ 特別利益 16,731

Ⅶ 特別損失 24,227

   税金等調整前四半期純利益 890,127

   税金費用 384,475

   四半期純利益 505,652

6. その他の情報
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