
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アールシーコア 上場取引所 JQ 
コード番号 7837 URL http://www.rccore.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 二木 浩三

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 川又 義寛 TEL 03-3463-3331

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 5,879 ― △0 ― 21 ― △130 ―

20年3月期第3四半期 7,758 5.5 420 56.7 459 56.4 239 95.7

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 △3,162.45 ―

20年3月期第3四半期 5,793.88 ―

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 7,235 2,246 31.0 54,370.00
20年3月期 7,225 2,864 39.6 69,341.69

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,246百万円 20年3月期  2,864百万円

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 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00
21年3月期 ― 1,550.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 850.00 2,400.00

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 8,210 △19.7 △10 ― 15 △97.5 △180 ― △4,357.29

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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  41,310株 20年3月期  41,310株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  41,310株 20年3月期第3四半期  41,310株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第２四半期までの原油・原材料価格の高騰や円安と連動した物

価上昇等による景気の減速が懸念されておりましたが、第３四半期に入り、米国発の世界的金融危機により、急激な

円高の進行、株価の暴落等による企業業績の急速な悪化を背景とした個人消費の冷え込みが一層強まる大変厳しい経

営環境で推移いたしました。 

 このような状況の下、当社グループにおきましても、昨年来続いている住宅事業における新規契約高の落ち込みや

不動産（ＢＥＳＳ街区分譲）事業における販売進捗の遅れ、また第２四半期までの原材料価格の高騰や為替相場の円

安などコスト高等の影響により、当第３四半期連結累計期間においては営業損失を計上することとなりました。 

 また、10月以降の為替相場の急激な円高進行により「デリバティブ評価損（特別損失）」168百万円の計上を余儀

なくされたこと等により、売上高は5,879百万円（売上棟数504棟）、営業損失１百万円弱、経常利益21百万円、 四

半期純損失130百万円となりました。 

 この状況を踏まえ、当社グループにおきましては、フランチャイズを含めた展示場への来場客数を増加させるため

の広告宣伝の強化、また、販売用不動産の早期販売回収に注力する等、業績回復のための施策を実施しております。

    

（１）種類別セグメントの業績概要 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループでは、ブランド名称を「ビッグフット」から「ＢＥＳＳ（ベ

ス）」に改め、タイムシェア事業も包含した「暮らしブランド」としての展開を推進しております。 

 （ＢＥＳＳ・住宅事業） 

 商品面におきましては、前連結会計年度に全国展開を本格的にスタートさせたＢＥＳＳの自然派個性住宅による街

づくり構想「ＢＥＳＳ街区」について、不動産事業者とタイアップし、分譲住宅・宅地を販売する仕組みを整え、地

区販社とともに推進しております。また期間限定キャンペーン等による販促活動にも注力しております。 

 営業面におきましては、平成20年12月31日現在で地区販社数は19社（１増１減）、営業拠点数は30拠点（直営２拠

点含む。）に留まり、専任営業人員数は微減となるなど、住宅業界の不振もあって、販売ルートの開拓には進捗がみ

られませんでした。 

 カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下BFM社という。）におきましては、金融危機等の影響

による北米市場開拓の遅れや日本の住宅市場の不調により取引の減少等はあるものの、物流拠点の整理・製造拠点へ

の統合を中心とする組織再編が一巡したことから、ログハウス部材の製造工程に新たに加工機械を投入し本稼動させ

ることで生産能力の増強と原価低減を図り、一層の収益構造強化を行いました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におけるＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は5,800百万円となり、484百万円の

営業利益となりました。 契約面におきましては、当第３四半期連結累計期間における契約高は4,412百万円、同期間

末における契約残高は2,946百万円となりました。 

  

 （ＢＥＳＳ・タイムシェア事業） 

 日本国内における別荘タイムシェア市場の創造（普及）を目指し、また既存施設の流動化による投資回収の促進を

目的として別荘タイムシェア事業に取り組んでまいりました。 

 営業面では、これまで住宅事業とは別個の営業活動となっていたタイムシェア事業の非効率な面を一新し、またＢ

ＥＳＳ事業としての相乗効果を狙った販売展開を目指し、組織改編及びＢＥＳＳ展示場での販売を導入する等の改善

策を実施しております。 

 当第３四半期連結累計期間において法人顧客からの成約はありましたが、売上高は83百万円、営業損失は82百万円

となりました。 

  

（２）所在地別セグメントの業績概要 

 （日本） 

 日本地域におきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業」と「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」を営んでおります。 

 業績の概況は、上記の種類別セグメント業績と同様であり、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,854百万円、

営業利益は108百万円となりました。 

 （北米） 

 北米地域におきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業」を営んでおります。 

 業績の概況は、上記の種類別セグメント業績と同様であり、当第３四半期連結累計期間の売上高は432百万円、営

業利益は12百万円となりました。  

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 



  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と同水準の7,235百万円（前連結会計年度末比10百

万円の増加）となりました。これは主に、現金及び預金の減少322百万円、建設仮勘定の減少157百万円、販売用不

動産の増加466百万円等によるものであります。 

 負債合計は4,989百万円（前連結会計年度末比628百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の増加

800百万円、未払法人税の減少172百万円等によるものであります。 

 純資産につきましては、利益剰余金の減少256百万円、為替換算調整勘定の減少216百万円、繰延ヘッジ損益の減

少145百万円により、2,246百万円（前連結会計年度末比618百万円の減少）となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,019百万円となり、前連

結会計年度末1,341百万円に対し322百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、729百万円となりました。 

 これは主に、減価償却費124百万円、売上債権の減少123百万円などの資金増加要因を、税金等調整前四半期純損失

146百万円、たな卸資産の増加230百万円、仕入債務の減少236百万円、前受金及び未成工事受入金の減少217百万円な

どの資金減少要因が上回ったこと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） 

 投資活動に使用した資金は、91百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出63百万円、貸付けによる支出７百万円など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） 

 財務活動による資金の増加は、673百万円となりました。 

 これは、短期借入金の純増額800百万円、長期借入れによる収入200百万円の資金増加要因が、長期借入金の返済

212百万円と配当金の支払113百万円の資金減少要因を上回ったことによるものであります。  

  

 平成21年２月13日付「業績予想及び配当予想の修正、並びに役員報酬等の減額に関するお知らせ」にて公表してい

る通り、平成20年10月24日付にて公表いたしました通期の連結業績予想を変更しております。 

 具体的な内容につきましては、平成21年２月13日付「業績予想及び配当予想の修正、並びに役員報酬等の減額に関

するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  該当事項はありません。 

  

   

（簡便な会計処理） 

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 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

  

③ 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  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、及び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ため、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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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 



  

（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 

  税金費用については、当第３四半期連結累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実効税率を乗じて計算しております。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

 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。 

  

（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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

③ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  



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   

現金及び預金 1,019,328 1,341,808

売掛金及び完成工事未収入金 224,852 359,315

商品及び製品 166,240 219,071

仕掛品 16,943 43,266

原材料及び貯蔵品 99,617 161,987

販売用不動産 735,692 269,318

仕掛販売用不動産 102,631 216,111

未成工事支出金 341,586 152,445

その他 382,158 221,098

貸倒引当金 △3,398 △5,247

流動資産合計 3,085,655 2,979,178

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,983,483 3,008,194

その他 1,448,760 1,563,492

減価償却累計額 △640,083 △669,943

その他（純額） 808,677 893,548

有形固定資産合計 3,792,161 3,901,742

無形固定資産   

のれん 19,225 －

その他 41,545 52,278

無形固定資産合計 60,771 52,278

投資その他の資産   

その他 318,139 313,343

貸倒引当金 △21,034 △20,950

投資その他の資産合計 297,105 292,393

固定資産合計 4,150,038 4,246,415

資産合計 7,235,693 7,225,593



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金及び工事未払金 690,897 876,984

短期借入金 1,000,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 267,520 255,400

未払法人税等 1,724 173,995

前受金及び未成工事受入金 1,343,911 1,374,744

アフターサービス引当金 58,640 58,820

賞与引当金 34,694 －

その他 598,191 433,054

流動負債合計 3,995,578 3,372,999

固定負債   

長期借入金 649,780 674,400

退職給付引当金 32,160 28,832

役員退職慰労引当金 160,948 153,041

その他 151,201 131,813

固定負債合計 994,089 988,088

負債合計 4,989,668 4,361,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,480 560,480

資本剰余金 618,925 618,925

利益剰余金 1,301,487 1,558,123

株主資本合計 2,480,892 2,737,528

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △139,323 5,800

為替換算調整勘定 △95,543 121,176

評価・換算差額等合計 △234,867 126,976

純資産合計 2,246,024 2,864,505

負債純資産合計 7,235,693 7,225,593



（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 5,879,963

売上原価 4,069,750

売上総利益 1,810,213

販売費及び一般管理費 1,811,151

営業損失（△） △937

営業外収益  

為替差益 10,234

販売協力金 35,806

その他 12,958

営業外収益合計 58,999

営業外費用  

支払利息 22,211

支払手数料 12,385

その他 2,065

営業外費用合計 36,662

経常利益 21,398

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,765

特別利益合計 1,765

特別損失  

固定資産除却損 1,190

デリバティブ評価損 168,142

特別損失合計 169,333

税金等調整前四半期純損失（△） △146,169

法人税等 △15,528

四半期純損失（△） △130,641



（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（△） △146,169

減価償却費 124,888

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,765

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △180

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,694

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,327

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,906

受取利息及び受取配当金 △5,267

支払利息 22,211

固定資産除却損 1,190

デリバティブ評価損益（△は益） 168,142

売上債権の増減額（△は増加） 123,510

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,490

仕入債務の増減額（△は減少） △236,119

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） △217,375

その他 △144,678

小計 △496,172

利息及び配当金の受取額 5,265

利息の支払額 △19,946

法人税等の支払額 △218,543

営業活動によるキャッシュ・フロー △729,396

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △63,307

有形固定資産の売却による収入 3,001

無形固定資産の取得による支出 △6,932

貸付けによる支出 △7,000

貸付金の回収による収入 732

営業譲受による支出 △12,947

その他 △5,198

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,652

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） 800,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △212,500

配当金の支払額 △113,993

財務活動によるキャッシュ・フロー 673,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,480

現金及び現金同等物の期首残高 1,341,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,019,328



 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。 

  

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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．各区分に属する主要な製品 

   

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

    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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

      ２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、北米（カナダ）であります。  

  

  

 当第３四半期連結累計期間において、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、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〕 

  

ＢＥＳＳ・ 

住宅事業 

（千円） 

ＢＥＳＳ・ 

タイムシェア

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  5,800,909  79,054  5,879,963  －  5,879,963

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  4,181  4,181  (4,181)  －

計  5,800,909  83,235  5,884,145  (4,181)  5,879,963

  営業利益又は営業損失（△）  484,627  △82,851  401,776  (402,713)  △937

事業区分 主要製品 

 BESS・住宅事業  ログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の販売等 

 BESS・タイムシェア事業  別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 

北米 

（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  5,854,284  25,678  5,879,963  －  5,879,963

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

   振替高 
 －  406,414  406,414  (406,414)  －

計  5,854,284  432,093  6,286,377  (406,414)  5,879,963

  営業利益又は営業損失（△）  108,129  12,377  120,507  (121,444)  △937

〔海外売上高〕 



  

 該当事項はありません。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（７）重要な後発事象 

  

 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）   

 当社は、平成20年11月21日開催の取締役会において、平

成21年１月１日をもって、当社の札幌地区の住宅事業部門

を株式会社ＢＥＳＳパートナーズ（平成20年９月16日付設

立）に承継させる会社分割を行う旨を決議し、同社と吸収

分割契約を締結しました。 

（1）理由 

 当社は、平成20年７月25日付にて譲り受けた札幌地区

の住宅事業につきまして、地域における営業活動の自立

性、機動性を確保すると共に、地域特性を重視したより効

率的で合理的な経営を行うため、新設した100％連結子会

社を受け皿とする会社分割を行いました。  

（2）分割する事業内容、規模 

 分割した事業は、札幌地区におけるBESS・住宅事業であ

り、平成20年７月25日同事業を当社が譲受後、平成20年12

月31日迄の期間における売上高は304,224千円でありま

す。  

（3）会社分割の形態 

 当社を分割会社とし、株式会社ＢＥＳＳパートナーズを

承継会社とする吸収分割であります。 

（4）会社分割に係る承継会社の名称等 

 名称      株式会社ＢＥＳＳパートナーズ 

 主な事業内容  ログハウス等の販売・施工  

 設立年月日   平成20年９月16日 

 本店所在地   東京都渋谷区南平台町２－１７ 

 代表者     代表取締役社長 笠井輝久 

 資本金      10,000千円 

 純資産      22,400千円（平成21年１月１日現在） 

 総資産     171,447千円（平成21年１月１日現在） 

 主要株主    当社 100％  

（5）会社分割の時期 

 平成21年１月１日付  

（6）分割による業績への影響 

 承継会社は当社の100%連結子会社であるため、当社グル

ープの当連結会計年度の業績に与える影響はありません。 



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

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  7,758,766

Ⅱ 売上原価  5,502,572

売上総利益  2,256,193

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,835,457

営業利益  420,736

Ⅳ 営業外収益  64,328

Ⅴ 営業外費用  25,430

経常利益  459,634

Ⅵ 特別損失  25,222

税金等調整前四半期純利益  434,411

税金費用  195,066

四半期純利益  239,345




