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1.  平成21年5月期第3四半期の業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第3四半期 36,209 ― △205 ― △437 ― △223 ―
20年5月期第3四半期 39,825 16.7 1,276 △46.3 1,074 △53.9 620 △54.8

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5月期第3四半期 △942.89 ―
20年5月期第3四半期 2,582.84 ―

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5月期第3四半期 42,218 13,276 31.4 57,425.59
20年5月期 39,385 14,319 36.4 59,565.66

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  13,276百万円 20年5月期  14,319百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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5月期 ― 1,000.00 ― 1,500.00 2,500.00
21年5月期 ― 1,000.00 ―
21年5月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 56,677 △12.7 669 △70.5 427 △79.3 103 △90.2 432.15
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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。 

(2) 四半期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） 

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) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期第3四半期 240,400株 20年5月期  240,400株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  9,204株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第3四半期 236,805株 20年5月期第3四半期 240,400株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、
実際の業績は、これらの予想数値と異なる場合があります。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
3.期末配当につきましては、当事業年度の業績を見極める必要があるため、現時点では未定としております。配当予想が決定しだい速やかに開示いたし
ます。  
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当第３四半期累計会計期間（平成20年６月１日～平成21年２月28日）におけるわが国経済は、米国サブプライ

ムローン問題に端を発した世界的な金融の混乱や円高の進行による企業収益の圧迫等により、急激に景気後退が

進みました。個人部門においても、雇用不安、個人所得の伸び悩み等から消費マインドは一層冷え込み、経済全

体としても非常に厳しい状況でありました。 

当不動産業界におきましても、金融機関の不動産向け融資に対する慎重な姿勢や資金繰りの悪化による一部不

動産業者の破綻、景況感の悪化に伴う消費者の手控え等、引き続き厳しい状況でありました。 

このような状況下、当社は、「より良いものを、より安く、より早く」の信念のもと、徹底した原価管理と品

質向上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。 

しかしながら、不動産市況の低迷に加え、同業他社との競合も相俟って、販売価格の下落及び棚卸資産の評価

減の増加等による粗利益率の低下並びに固定費負担の増加等により採算が大幅に悪化いたしました。  

この結果、当第３四半期累計会計期間の売上高は、36,209百万円、営業損失は205百万円、経常損失は437百万

円、四半期純損失は223百万円となりました。 

 なお、事業部門別の状況については、本業である不動産分譲事業の売上高が35,975百万円(販売棟数 1,266棟)

で売上高構成比99.4%、その他事業の売上高が233百万円で売上高構成比0.6%となっております。 

100年に一度といわれる現下の経済危機ではありますが、顧客の住宅購入の潜在意欲は底堅いものと思われるこ

とから、引き続き「家賃並みで購入できるマイホーム」を目指し、良質で低価格の住宅を提供するとともに、在

庫入替の推進、店舗展開の見直し等よる固定費圧縮等、企業体力強化に努めてまいります。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ2,833百万円増加し、42,218百万円となり

ました。 

これは、手許流動性を高めるため現預金が3,645百万円増加したこと及び新本社社屋建設に伴う有形固定資産

が865百万円増加したことが主因であります。 

当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比3,876百万円増加し、28,942百万円となりま

した。 

これは、現預金及び有形固定資産増加に伴う長・短借入金の増加が主因であります。 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ1,043百万円減少し、13,276百万円とな

りました。 

これは、配当金の支払及び四半期純損失の計上並びに自己株式取得により減少したことが主因であります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、主に財務活動での獲得

により前事業年度末から3,637百万円増加して4,072百万円となりました。 

当第３四半期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等については、次のとおりであり

ます。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は1,303百万となりました。 

これは、支払債務の減少が主因であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は979百万円であります。 

これは、新本社建設に伴う有形固定資産の取得等が主因であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は5,920百万円であります。 

これは、現預金の増加及び支払債務の減少に対応した短期借入金残高の増加等が主因であります。 

  

 第４四半期会計期間の業績見込み等を勘案、平成21年１月６日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 
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①税金費用の計算 

四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法によっております。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。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっており、前事業年度以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異

等の発生の状況に著しい変化が認められた場合には、前事業年度末において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

③固定資産の減価償却費の算出方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によ

っております。 

④その他影響が僅少なものについて、一部簡便的な方法を採用しております。  

   

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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」等の適用 

当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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」の適用 

棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)が適用されたこ

とに伴い、個別法による原価法(収益性の低下による簿価の切下げの方法)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僅少であります。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会第一部会 平成5年6月17日 企業会計基準第13号、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」(日本公認会計士協会 会計制度委員会 

平成6年1月18日 企業会計基準適用指針第16号、平成19年3月30日改正)を当第1四半期会計期間から早期に適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によ

っております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

これによる損益に与える影響は僅少であります。 

  

④会計処理方法の変更(会計基準等の改正に伴うものを除く。) 

(退職給付会計) 

当社は退職給付債務の算定にあたり、前事業年度まで簡便法によっておりましたが、当事業年度から原則法

による算定方法に変更しております。 

この変更は、従業員数の増加により、退職給付債務の金額に重要性が生じたため、その算定の精度を高め、

退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために行ったものであります。 

この変更に伴い、当期首における退職給付債務について計算した簡便法と原則法の差額85百万円を特別損失

に計上しております。 

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の売上総利益は5百万円減少

し、営業損失及び経常損失は19百万円、税引前四半期純損失は94百万円増加しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,095 449

販売用不動産 11,026 8,549

仕掛販売用不動産 18,447 22,204

未成工事支出金 3,120 3,648

前渡金 68 171

前払費用 28 28

繰延税金資産 593 207

未収消費税等 15 125

その他 24 26

流動資産合計 37,420 35,412

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,104 752

減価償却累計額 △243 △172

建物（純額） 1,860 580

工具、器具及び備品 172 106

減価償却累計額 △97 △82

工具、器具及び備品（純額） 75 24

土地 2,200 2,200

建設仮勘定 － 465

有形固定資産合計 4,136 3,270

無形固定資産   

ソフトウエア 40 32

電話加入権 2 2

無形固定資産合計 42 35

投資その他の資産   

投資有価証券 113 187

出資金 4 4

関係会社出資金 102 102

長期前払費用 14 16

繰延税金資産 207 218

その他 177 138

投資その他の資産合計 619 667

固定資産合計 4,798 3,973

資産合計 42,218 39,385
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,241 4,434

営業未払金 2,515 3,799

短期借入金 19,536 11,352

1年内償還予定の社債 － 2,000

1年内返済予定の長期借入金 692 486

未払金 175 264

未払費用 124 143

未払法人税等 － 500

前受金 222 125

預り金 113 79

前受収益 0 1

賞与引当金 37 145

流動負債合計 26,659 23,334

固定負債   

長期借入金 1,594 1,223

退職給付引当金 167 84

役員退職慰労引当金 194 174

保証工事引当金 304 240

その他 22 9

固定負債合計 2,282 1,732

負債合計 28,942 25,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,429 1,429

資本剰余金 1,493 1,493

利益剰余金 10,586 11,402

自己株式 △231 －

株主資本合計 13,276 14,324

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △4

評価・換算差額等合計 △0 △4

純資産合計 13,276 14,319

負債純資産合計 42,218 39,385
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 36,209

売上原価 33,246

売上総利益 2,963

販売費及び一般管理費 3,168

営業損失（△） △205

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2

雑収入 13

営業外収益合計 16

営業外費用  

支払利息 205

社債利息 13

雑損失 28

営業外費用合計 247

経常損失（△） △437

特別利益  

退職給付制度終了益 10

特別利益合計 10

特別損失  

過年度退職給付費用 85

投資有価証券評価損 81

特別損失合計 167

税引前四半期純損失（△） △594

法人税等 △370

四半期純損失（△） △223

タクトホーム㈱（8915）平成21年５月期　第３四半期決算短信（非連結）

7



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △594

減価償却費 94

賞与引当金の増減額（△は減少） △108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19

保証工事引当金の増減額（△は減少） 63

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息及び社債利息 219

投資有価証券評価損益（△は益） 81

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,808

前渡金の増減額（△は増加） 102

その他の資産の増減額（△は増加） 79

仕入債務の増減額（△は減少） △2,472

前受金の増減額（△は減少） 96

その他の負債の増減額（△は減少） △54

小計 △584

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △232

法人税等の支払額 △489

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,303

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 △8

出資金の払込による支出 △0

有形固定資産の取得による支出 △965

無形固定資産の取得による支出 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △979

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） 8,184

長期借入れによる収入 1,022

長期借入金の返済による支出 △461

社債の償還による支出 △2,000

自己株式の取得による支出 △231

配当金の支払額 △592

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,637

現金及び現金同等物の期首残高 434

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,072
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年6月1日～平成20年2月29日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  39,825

Ⅱ 売上原価  35,193

売上総利益  4,631

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,355

営業利益  1,276

Ⅳ 営業外収益  18

Ⅴ 営業外費用  220

経常利益  1,074

税引前四半期純利益  1,074

税金費用  453

四半期純利益  620
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年6月1日～平成20年2月29日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年５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      

税引前四半期純利益  1,074

減価償却費  31

賞与引当金の増加額（△減少額）  △47

退職給付引当金の増加額  9

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額）  △16

受取利息及び受取配当金  △4

支払利息及び社債利息  219

たな卸資産の減少額（△増加額）  △13,403

前渡金の減少額  118

その他の資産の減少額（△増加額）  △873

仕入債務の増加額  747

前受金の増加額  94

その他の負債の増加額（△減少額）  △54

小計  △12,104

利息及び配当金の受取額  4

利息の支払額  △230

法人税等の支払額  △565

営業活動によるキャッシュ・フロー  △12,896

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期積金の預入による支出  △9

出資金の取得による支出  △0

有形固定資産の取得による支出  △533

無形固定資産の取得による支出  △9

投資活動によるキャッシュ・フロー  △552

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額  14,056

長期借入による収入  933

長期借入金の返済による支出  △263

社債の償還による支出  △250

配当金の支払額  △601

財務活動によるキャッシュ・フロー  13,875

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  427

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,050

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,478
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当第３四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：百万円未満切捨)

  

  

不動産分譲事業(戸建分譲・宅地分譲)の地域別販売実績は、次のとおりであります。 

(単位：百万円未満切捨)

  

６．その他の情報 

事業部門別 

  

品   目 

  

平成21年5月期 第３四半期累計期間 

 (自 平成20年6月1日  至 平成21年２月28日) 

件 数 金 額 

  

不動産分譲 

  

  

戸建分譲   1,250 35,602

宅地分譲  16  373

マンション －  － 

小   計  1,266  35,975

  

その他  

  

  

請負工事   10  118

賃    貸 －   7

そ の 他 －   108

 小   計  10  233

  

合    計  
 1,276  36,209

 地 域 件 数 金 額 

東京都  279 9,551

埼玉県  365  10,072

神奈川県  163  5,317

千葉県  362  8,670

茨城県  6  134

愛知県  49  1,277

宮城県  42    953

合 計  1,266  35,975
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