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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 33,458 △38.8 △17,410 ― △17,857 ― △16,135 ―
20年3月期 54,634 △28.3 7,442 △9.0 6,157 △13.3 3,636 △11.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △648.18 ― △52.0 △15.2 △52.0
20年3月期 142.50 ― 9.5 4.3 13.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 95,776 22,586 23.6 907.30
20年3月期 139,880 39,500 28.2 1,586.76

（参考） 自己資本   21年3月期  22,586百万円 20年3月期  39,500百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △8,374 449 △14,407 13,209
20年3月期 △13,800 △518 3,038 35,541

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 746 21.1 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 15.00 15.00 41.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

17,600 △10.4 1,100 △46.3 600 △66.1 300 △66.6 12.05

通期 38,500 15.1 2,700 ― 1,500 ― 900 ― 36.15



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご
参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご参照ください。 

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 26,000,000株 20年3月期 26,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,106,266株 20年3月期  1,106,234株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 29,106 △41.5 △17,743 ― △18,144 ― △16,226 ―
20年3月期 49,733 △30.7 7,205 △7.6 6,004 △12.0 3,535 △11.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △651.83 ―
20年3月期 138.55 ―

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 92,331 21,359 23.1 858.03
20年3月期 133,423 38,364 28.8 1,541.14

（参考） 自己資本 21年3月期  21,359百万円 20年3月期  38,364百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世
界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予測数値と大幅に異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は5ページの「１．経営成績」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

15,300 △11.9 1,000 △48.2 700 △60.1 400 △56.7 16.07

通期 33,800 16.1 2,300 ― 1,300 ― 800 ― 32.14



(1）経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

 当期におけるわが国経済は、世界的な金融収縮や円高の影響を受け、これまで景気の牽引役であった輸出産業の

業績が急激に悪化し、製造業全般における過剰在庫と生産調整が拡大いたしました。一方、内需につきましても、

企業の設備投資の落ち込みに加え、住宅や自動車を中心として個人消費が失速するなど、景気後退が鮮明となりま

した。 

 不動産市場におきましては、過去 大規模の住宅ローン減税実施による下支え効果がありながらも、都心部から

郊外に至るすべてのエリアにおいて販売不振となり、過剰在庫を抱えた不動産業者による大幅な値引き販売の動き

が拡がりました。また、オフィスや商業施設などの投資市場に関しては、空室率の上昇や資金調達難などの環境悪

化を受け、ファンドによる物件取得契約のキャンセルが発生し、金融環境が厳しさを増す中、買手不在ともいうべ

き市場環境が持続しております。この結果、ほぼ全ての地域で地価が下落し、不動産のキャップレートが上昇に転

じることとなりました。 

  このような極めて厳しい環境下、当社グループにおきましては、一次取得者層をメインターゲットとした良質な

住宅の供給という社会的使命を全うすべく、全社体制で顧客本位の営業活動を行ってまいりましたが、市況の悪化

により引渡し戸数が想定を下回ったこととともに、一部投資家向け売却契約が解約となった影響を大きく受けるこ

ととなりました。また現在の市場環境が継続することを前提に、保有する棚卸資産（販売用不動産、仕掛販売用不

動産）の評価を厳しく見直しました。この結果、当期の業績は下記のとおりとなりました。  

  （連結） 

  

 （単体） 

  

１．経営成績

区分 
当期実績 
（百万円） 

前期実績
（百万円） 

増減 

金額
（百万円） 

増減率（％）

売上高  33,458  54,634  △21,176  △38.8

営業利益又は営業損失(△）  △17,410  7,442  △24,852 － 

経常利益又は経常損失(△）  △17,857  6,157  △24,014 － 

当期純利益又は当期純損失

(△） 
 △16,135  3,636  △19,772 － 

区分 
当期実績 
（百万円） 

前期実績
（百万円） 

増減 

金額
（百万円） 

増減率（％）

売上高  29,106  49,733  △20,626  △41.5

営業利益又は営業損失(△）  △17,743  7,205  △24,948 － 

経常利益又は経常損失(△）  △18,144  6,004  △24,148 － 

当期純利益又は当期純損失

(△） 
 △16,226  3,535  △19,761 － 



  ②連結セグメント別の業績 

各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上を記載しております。 

  

  ◆不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

 マンション分譲事業におきましては、過度の値下げ競争からは一定の距離を保ちつつ、全社営業体制での販売に

注力してまいりましたが、販売所要期間の長期化から引き渡し戸数は前期比62.6%減の544戸となりました。また当

期引渡し予定となっておりましたファンド向け一棟売り物件の一部につき、買手の資金調達難や破綻等による解約

が発生し、契約解除後速やかに第三者への売却活動を行いましたが、新たな契約には至りませんでした。 

 さらに「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い、保有する棚卸資産の評価を可能な限り厳しく見直

し、197億31百万円を売上原価に、84百万円を特別損失にそれぞれ計上いたしました。加えて、当面は現在の厳し

い市場環境が継続すると想定し、資産ポートフォリオ戦略を見直し、一部竣工済および近日竣工予定の物件（住宅

３棟、オフィスビル３棟、簿価161億62百万円）を棚卸資産から固定資産に振替いたしました。 

 以上の結果、売上高は274億62百万円(前期比43.2％減)、営業損失は178億48百万円となりました。 

  

  売上の状況、契約実績及び契約残高は次のとおりです。    

       

 （注）１．土地・建物の数量㎡は、土地の実測面積を記載しております。 

    ２. 金額には消費税等は含まれておりません。 

区分 当期実績 構成比

中高層住宅 
戸数（戸）    544   

売上高（百万円）    16,916 ％ 61.6

オフィスビル等 
棟数（棟）  1   

売上高（百万円）  3,850 ％ 14.0

土地・建物 
             

売上高（百万円）  6,600   ％ 24.0

手数料等 
戸数（戸）  －   

売上高（百万円）  96   ％ 0.4

計 

戸数（戸） 

棟数（棟） 

   

 

544

1
  

売上高（百万円）  27,462 ％ 100.0

区分 

平成20年３月期 平成21年３月期 

期首契約残高 期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高

数量 
金額 

(百万円) 
数量 

金額
(百万円)

数量
金額

(百万円)
数量

金額 
(百万円) 

数量 
金額

(百万円)

中高層住宅 
戸

 932  25,519

戸

 856  26,469

戸

 334  9,956

戸

 351  10,630

戸

 141  3,715

オフィスビ

ル等 

棟

 －  －

棟

 5  29,390

棟

 3  23,163

棟

 △2  △19,313

棟

 －  －

土地・建物 

戸

 

㎡

 

  

－

－

 －

戸

 

㎡

 

－

2,069.89

 10,650

戸

 

㎡

 

－

2,069.89

 10,650

戸

 

㎡

 

－

△1,364.26

 △4,050

戸

 

㎡

 

－

－

 －

計 

戸

 

棟

 

㎡

 

932

－

－

 25,519

戸

 

棟

 

㎡

 

856

5

2,069.89

 66,510

戸

 

棟

 

㎡

 

334

3

2,069.89

 43,770

戸

 

棟

 

㎡

 

351

△2

△1,364.26

 △12,733

戸

 

棟

 

㎡

 

141

－

－

 3,715



  

 ＜当期における主要な売上計上物件＞ 

 ◇クリオ阪東橋          神奈川県横浜市   

 ◇クリオ横浜桜木町ラ・モード   神奈川県横浜市   

 ◇クリオ衣笠フィルソーレ     神奈川県横須賀市  

 ◇クリオ松戸伍番館        千葉県松戸市   

 

  

  ◆不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

 不動産賃貸事業におきましては、棚卸資産から固定資産への振替実施に伴って積極的なテナント募集を行い、住

宅３棟についてはほぼ満室稼動、オフィスビル２棟(１棟は未竣工)についても順調にリーシングが進捗しておりま

す。また既存賃貸物件においても稼働率のアップに努めるとともに、賃貸管理事業の強化を図りました。 

 この結果、売上高は19億64百万円(前期比0.9％増)、営業利益は8億45百万円（同2.9％減）となりました。 

  

  ◆その他事業 

 その他事業におきましては、不動産管理事業、住設企画販売事業を主体に、売上高は40億31百万円(前期比6.3％

減）、営業利益2億84百万円（同9.1％減）となりました。 

  

  ③翌期の業績見通し 

 不動産市況は、過剰在庫の調整進行と新規供給の減少が相俟って、徐々に底打ち感が表れているものの、過去の

破綻処理に伴う物件供給が持続すると見られることから、当面は横ばい状態が継続すると見られます。 

 当社では、柔軟な価格戦略や機動的な人員投入により既存在庫の早期完売を図るとともに、事業リスクを抑制す

る観点から専有卸による仕入れや建築確認付き用地仕入れ等早期に事業化が可能な物件に注力し、いたずらに量の

拡大を指向いたしません。この結果、翌期の業績見通しは下記のとおりといたしております。 

 （連結） 

  （単体） 

区分 翌期予想（百万円） 当期実績（百万円）
増減 

金額（百万円） 増減率（％）

売上高  38,500  33,458  5,041  15.1

営業利益又は営業損失(△）  2,700  △17,410  20,110 － 

経常利益又は経常損失(△）  1,500  △17,857  19,357 － 

当期純利益又は当期純損失(△）  900  △16,135  17,035 － 

区分 翌期予想（百万円） 当期実績（百万円）
増減 

金額（百万円） 増減率（％）

売上高  33,800  29,106  4,693  16.1

営業利益又は営業損失(△）  2,300  △17,743  20,043 － 

経常利益又は経常損失(△）  1,300  △18,144  19,444 － 

当期純利益又は当期純損失(△）  800  △16,226  17,026 － 



(2）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債、純資産の状況 

    （連結） 

◆総資産は957億76百万円となり、前連結会計年度末比441億3百万円減少いたしました。主な要因は、棚卸資産(販売

用不動産、仕掛販売用不動産)の減少375億31百万円、現金及び預金の減少225億34百万円、有形固定資産の増加163

億34百万円であります。 

  

◆負債は、前連結会計年度末比271億89百万円減少し、731億90百万円となりました。これは主として、支払手形及び

買掛金の減少105億68百万円や分譲プロジェクト終了に伴う借入金の減少136億59百万円によるものです。 

  

◆純資産は、前連結会計年度末比169億14百万円減少いたしました。これは、棚卸資産の評価見直しにより当期純損失

161億35百万円を計上したことによるものです。この結果自己資本比率は4.6ポイント低下し23.6%となりました。 

  

  ②キャッシュ・フローの状況 

   当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末比223億31

百万円減少し、132億9百万円となりました。  

   当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、83億74百万円の資金の減少となりました。これは、主として税金等調整

前当期純損失180億8百万円と仕入債務の減少105億68百万円による資金の減少に対して、抑制的な仕入対応と評価

損の計上による棚卸資産の減少212億69百万円等の資金改善要因でカバーできなかったことによるものです。 

  

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動によるキャッシュ・フローは4億49百万円の資金の増加となりました。これは主として、有形固定資産

の取得による支出5億81百万円があったものの、匿名組合分配金の受取額が8億43百万円となったことによるもので

す。 

  

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によるキャッシュ・フローは144億7百万円の資金の減少となりました。これは主として、分譲プロジェ

クトの完成、引渡しに伴い当該プロジェクトにかかる長期借入金を返済したことによるものです。 

  

    ③翌期の財政状態の見通し 

       翌期については、完成在庫や買取再販物件の早期販売による資金、資産効率の改善に努める方針であるものの、

今後に向けた仕入を再開していくことから有利子負債が増加する見通しであり、したがって総資産も同様となるこ

とが見込まれます。 

 純資産の回復は徐々に進行することとなるため、悪化したD/Eレシオの急速な改善は難しいと予想され、総資産

の増加に伴い自己資本比率は若干低下する見通しであります。 

  

  当期実績（百万円） 前期実績（百万円） 増減（百万円）

総資産  95,776  139,880  △44,103

総負債  73,190  100,380  △27,189

 うち有利子負債  64,176  77,836  △13,659

純資産  22,586  39,500  △16,914

  自己資本比率（％）  23.6  28.2  △4.6

 Ｄ/Ｅレシオ（倍）  2.8  2.0  0.8



④キャッシュ・フロー指標の推移 

※ 各指標の基準は下記のとおりであります。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  自己資本比率：純資産／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   株式時価総額：決算期末月の月中平均株価×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

   営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー 

   利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

  （注） 平成19年３月期、平成20年３月期及び平成21年３月期における債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針は、経営の重要政策の一つであります長期安定的な配当の実施による株主への利

益還元に加え、経営環境の変化に対応するための内部留保の充実を図ることであります。 

 しかしながら、当期は棚卸資産の評価見直しに伴う大幅な赤字決算となり、純資産の著しい減少を生じていること

から、今後の安定的な事業展開に向けた内部留保の回復が喫緊の課題となっております。こうした状況を勘案いたし

ました結果、誠に遺憾ながら当期の期末配当を見送らせていただくことといたしました。 

 翌期につきましては、確実な黒字化に向け、あらゆる経営努力を傾注してまいりますが、引き続き内部留保の回復

に配慮し、普通配当15円を予定させていただきます。 

  

項目 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  29.6  26.0  28.2  23.6

時価ベースの自己資

本比率（％） 
 42.0  32.4  14.6  11.5

債務償還年数（年）  6.7  －  －  －

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ

（倍） 

 9.0  －  －  －



(4）事業等のリスク 

 当社及び当社の関係会社（以下「当社グループ」といいます。）の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす

リスクには以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成21年３月31日）現在において、当社グループが

判断したものであります。 

  

①継続企業の前提 

 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象としては、売上高の著しい減少等の財務指標関連の事象や債務免除の

要請等の財務活動関連のもの、主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶等の営業活動関連のものなどが考えられ

ます。 

 当社の当連結会計年度においては、売上高の著しい減少、継続的な営業キャッシュ・フローのマイナス、および重

要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上といった財務指標関連の事象が外形的に該当することとなりますが、

以下の理由により、継続企業の前提に疑義が生じる状況にはないと判断しております。 

 売上高の著しい減少および重要な損失の計上は、ファンド向け投資物件にかかる大口契約先の破綻等を原因とする

ものであり今後継続的に発生するものではなく、損失計上後の当連結会計年度末の自己資本比率は23.6%と前連結会

計年度末比4.6ポイントの低下となっているものの、事業継続の基盤として相応の水準を維持しております。 

また、主力事業である分譲事業に関しては、当連結会計年度において適切な市場実勢価格を用いた棚卸資産の評価損

を計上したことにより、従来以上に弾力的な販売戦略を選択することが可能となっております。現在の市場環境を前

提とした場合には、翌期における売上・損益見通しは慎重に考えざるを得ない状況にはあるものの、分譲事業への注

力により業績目標達成の蓋然性は高いものと判断しており、翌期に赤字決算が継続する懸念は低いと考えておりま

す。 

 営業キャッシュ・フローは、翌期における仕入れの実施によりマイナス値が継続する可能性が高いと予想されるも

のの、在庫物件の早期販売によるキャッシュ・フローの確保に努める方針であり、また当連結会計年度末現金同等物

残高は132億円となっていることから懸念される状況にはないと考えます。 

  

②経済環境の変化 

 当社グループの営業収入は、82％が不動産販売事業、6％が不動産賃貸事業、12％が住宅設備機器販売等のその他

事業という構成であります。このように不動産販売事業が事業の中核であり、消費者向け高額商品あるいは投下元本

の大きな投資商品という性格上、国内外経済や金融環境の影響を大きく受けます。 

 エンドユーザーの方がマンションを購入する動機としては、実需と投資の２つがあげられます。実需の場合には、

まず戸建住宅や賃貸住宅との競合や近隣における同業他社の分譲物件との競合が存在し、 近では業界における値引

き販売の激化が指摘されています。また当社では、主として住宅取得需要が旺盛であると見込まれる首都圏に経営資

源を集中した営業展開を行っておりますが、景気後退局面においては消費者心理の冷え込みから、需要が潜在化し購

入活動が低迷することとなります。 

 投資対象としてのマンション取得は、さらに経済環境や金融環境の影響を受けやすく、投資利回りの水準や投資資

金調達の難易により大きく変動することとなります。特に、サブプライムローン問題以降のREITやファンドの物件取

得に対する姿勢は、投資資金調達が困難であることや不動産価格の下落等から極めて抑制的に推移しております。 

 当社グループは経済環境の変化に対応するための経営努力を行ってまいりますが、経済環境の変化は当社グループ

の業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③金融環境の変化 

 当社グループの仕入のための資金調達は、プロジェクト毎の相対取引での銀行借入を基本としております。金融環

境の変化や当社業績の変動により、リファイナンスや新規資金調達が困難になることは皆無とはいえませんが、上記

のとおり相対取引を基本としていることから、他社の事例で見られるような財務制限条項への抵触による期限の利益

喪失といった事態は想定されず、事業の進捗に応じた弾力的な対応を交渉し得る状況にあります。 

 しかしながら、事業資金について有利子負債に依存していることから、金融環境の変化の影響を全て回避すること

は不可能であり、事業規模に関する制約や金利水準の変化による調達コスト上昇などにより、当社グループの業績や

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  



④法令及び会計基準の改正等による影響 

 当社グループは、現行の法令及び会計基準に則り決算を行い、適切に財務開示を行っております。しかしながら、

将来的に会計基準や税制の変更が実施された場合には、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 また、個人のお客様の不動産取得にかかる税制や不動産投資ファンドに関する会計基準や税制の変更が実施された

場合には、これらのお客様の購入意欲に影響を与える可能性があり、引いては当社グループの業績と財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

⑤訴訟事件による影響 

 不動産事業は、あらゆる法的規制及び行政指導を遵守し、近隣住民への説明義務を果たしたとしても事業計画通り

にプロジェクトが遂行できるとは限りません。 

 当社グループには建物瑕疵に関するものや契約不履行等を理由とするものなど数件の訴訟案件があります。このよ

うな訴訟の存在自体が企業イメージを悪化させ、企業活動に対する制約要件となる恐れがあります。また、訴訟案件

については、直接・間接を問わずコスト増加要因となり、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

⑥公的規制等による影響 

 当社グループは不動産事業を遂行するうえで、土地取得、建設、販売という各プロセスにおいて種々の法的規制 

及び行政指導を受けることになります。当社グループとしては、事前の調査を尽くすことによりプロジェクトの遂行

可能性に関する確認を行っていますが、将来において現在予期できない法的規制が設けられることも皆無とは言えま

せん。 

 こうした規制が設けられた場合には当社グループの事業活動自体が制約される可能性があるほか、これらの規制を

遵守できなかった場合には、予測困難な事業コストの増加が生じる懸念があり、当社グループの業績と財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦災害による影響 

 当社グループが建設中あるいは完成引渡し前のマンションが火災や地震などの災害に遭遇した場合、修復工事に加

え、工期の延長を余儀なくされるため、販売計画に大きな差異が生じます。また、大規模な修復工事を余儀なくされ

る事態の発生は多額の補償を伴うことも在り得ます。 

 増加したコストについては、保険により求償することになりますが、 終的にすべての損失を補填できるとは限ら

ず、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

   

  近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」 

 から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、1986年の創業以来「お客様に夢のある住まいを提供して社会に貢献する」を経営理念として、ク

リオシリーズの分譲マンション事業とその関連事業を展開しております。  

 経営にあたりましては、「お客様第一主義」を経営理念の根幹とし、お客様第一主義に徹することこそが社会の信

頼を獲得し、業績の向上につながるものと認識しております。 

 お客様の個性化・多様化した住まいのニーズに適切に対応するために、徹底した調査による用地の取得、マーケテ

ィングを重視した商品企画による高品質のマンション供給と末永いご満足を頂くためのアフターサービス体制の充実

に努めております。  

 また適正利益確保のため、事業資本回転率の向上、商品在庫の徹底した管理を実施しております。特に事業エリア

は住宅需要の旺盛な首都圏に照準を合わせ効率的な資本投下を心がけております。 

 このように当社グループではお客様のご満足を実現することを通じ、 大の利益が確保できるよう健全な事業運営

を遂行し、株主の皆様のご期待にお応えすることを 重視しております。 

(2）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標、対処すべき課題 

①「ＭＭ（Meiwa Metamorphose）2010」  

 当社は平成19年5月に事業環境の変化や自社事業ポートフォリオの変容に対応し、さらなる進化を遂げるべく平成

22年３月期を 終年度とする中期経営計画「MM2010」を策定、公表いたしました。 

  

②「ＭＭ2010」の見直し 

 「MM2010」につきましては、平成19年５月に当初計画を公表し、その後の環境変化を受け、平成20年５月には修正

計画を公表いたしております。 

 しかしながら、その後における不動産業界を取り巻く環境は、まさに激変という言葉がふさわしいほどの変動を示

しており、当社の当連結会計年度の業績はその影響を受け、「MM2010」の修正計画目標に対して大幅な未達となりま

した。 

 平成22年３月期は「MM2010」の 終年度にあたりますが、現下の環境を勘案した場合、既存目標を維持することの

意義は失われていると判断し、以下のとおりの目標に見直しをいたします。 

 

＜修正後の目標とする指標（単体ベース）＞ 

 ◆平成22年３月期単年度経常利益の黒字化 

   

③対処すべき課題 

 平成20年９月の「リーマンショック」以降の金融危機の深刻化とこれに続く実体経済の急激な悪化など産業界を取

り巻く環境は厳しさを増しております。当不動産業界におきましても上場企業を始めとした企業の破綻が続いてお

り、お客様第一主義に立脚し一次取得者層をメインターゲットとして良質な住宅を供給していくという当社事業の基

本はその重要性を増しているものと考えます。 

 当社グループは、お客様の視点にたった商品企画やサービスの提供に努めるとともに、企業としての継続性を確保

するために、買取再販事業への取り組み等による事業効率のさらなる改善や人的資源の涵養による販売力の維持強化

を図り、自らの存立基盤の再構築に向けた事業活動を展開してまいります。また、あわせて内部統制システムの推進

やコンプライアンスの徹底など社会的に求められている企業資質の向上に継続的に取り組んでまいります。 

 こうした動きを通じて当社グループの社会的責任を果たすことが、今後の持続的、安定的な成長につながるものと

判断しております。  

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  36,495 ※2  13,960

受取手形及び売掛金 376 103

販売用不動産 ※2  20,309 ※2  11,925

仕掛販売用不動産 ※2  56,683 ※2  27,536

営業貸付金 2,382 807

繰延税金資産 315 2,935

未収還付法人税等 － 132

その他 958 651

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 117,515 58,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,464 16,188

減価償却累計額 △5,451 △5,792

建物及び構築物（純額） ※2,4  6,012 ※2,4  10,396

土地 ※2,4  13,214 ※2,4  24,542

建設仮勘定 － ※2,4  504

その他 469 567

減価償却累計額 △353 △334

その他（純額） 115 ※2,4  233

有形固定資産合計 19,342 35,677

無形固定資産   

特許権 25 16

ソフトウエア 84 73

その他 42 41

無形固定資産合計 152 131

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,514 ※1  611

繰延税金資産 367 310

その他 1,831 1,908

貸倒引当金 △842 △912

投資その他の資産合計 2,870 1,918

固定資産合計 22,365 37,727

資産合計 139,880 95,776



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,757 ※6  6,189

短期借入金 ※2  4,830 ※2  3,960

1年内返済予定の長期借入金 ※2  30,314 ※2  38,282

未払法人税等 1,440 92

未払費用 84 93

前受金 ※2  2,323 ※2  971

賞与引当金 242 107

役員賞与引当金 73 －

役員退職慰労引当金 15 18

その他 862 615

流動負債合計 56,945 50,330

固定負債   

長期借入金 ※2  42,691 ※2  21,934

退職給付引当金 78 84

役員退職慰労引当金 133 138

その他 530 702

固定負債合計 43,434 22,860

負債合計 100,380 73,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 31,550 14,668

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 39,456 22,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 12

評価・換算差額等合計 44 12

純資産合計 39,500 22,586

負債純資産合計 139,880 95,776



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 54,634 33,458

売上原価 41,399 ※1  45,166

売上総利益又は売上総損失（△） 13,235 △11,707

販売費及び一般管理費 ※2  5,793 ※2  5,703

営業利益又は営業損失（△） 7,442 △17,410

営業外収益   

受取利息 82 72

違約金収入 32 911

匿名組合分配金 152 212

保険金収入 383 －

その他営業外収益 124 69

営業外収益合計 776 1,266

営業外費用   

支払利息 1,869 1,472

その他営業外費用 191 241

営業外費用合計 2,060 1,713

経常利益又は経常損失（△） 6,157 △17,857

特別利益   

貸倒引当金戻入額 33 7

過年度償却債権取立益 0 －

固定資産売却益 ※3  0 ※3  1

特別利益合計 33 8

特別損失   

たな卸資産評価損 － 84

前期損益修正損 ※4  2 －

固定資産除却損 1 4

投資有価証券評価損 45 －

建物診断手数料 3 －

貸倒引当金繰入額 0 69

損害賠償金 64 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 14 －

特定金銭債権譲渡損 0 －

固定資産売却損 － ※5  0

特別損失合計 132 159

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

6,058 △18,008

法人税、住民税及び事業税 1,903 670

法人税等調整額 518 △2,543

法人税等合計 2,422 △1,872

当期純利益又は当期純損失（△） 3,636 △16,135



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,537 3,537

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,537 3,537

資本剰余金   

前期末残高 5,395 5,395

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,395 5,395

利益剰余金   

前期末残高 28,681 31,550

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,636 △16,135

当期変動額合計 2,869 △16,882

当期末残高 31,550 14,668

自己株式   

前期末残高 △436 △1,027

当期変動額   

自己株式の取得 △591 △0

当期変動額合計 △591 △0

当期末残高 △1,027 △1,027

株主資本合計   

前期末残高 37,178 39,456

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,636 △16,135

自己株式の取得 △591 △0

当期変動額合計 2,277 △16,882

当期末残高 39,456 22,573



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 △65 △31

当期末残高 44 12

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 △65 △31

当期末残高 44 12

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 37,287 39,500

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,636 △16,135

自己株式の取得 △591 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 2,212 △16,914

当期末残高 39,500 22,586



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

6,058 △18,008

減価償却費 362 430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △124 66

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,461 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 242 △135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △73

受取利息及び受取配当金 △85 △75

匿名組合分配金 △152 △212

保険金収入 △383 －

支払利息 1,869 1,472

投資有価証券評価損益（△は益） 45 －

たな卸資産評価損 － 84

固定資産除却損 1 4

固定資産売却損 － 0

固定資産売却益 △0 △1

損害賠償金 64 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,016 1,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,749 21,269

その他の資産の増減額（△は増加） 341 213

未収消費税等の増減額（△は増加） △327 222

仕入債務の増減額（△は減少） △8,362 △10,568

その他の負債の増減額（△は減少） 400 △1,439

未払消費税等の増減額（△は減少） △48 △3

小計 △9,360 △4,961

利息及び配当金の受取額 86 130

保険金の受取額 383 －

利息の支払額 △1,895 △1,425

損害賠償金の支払額 △64 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,949 △2,118

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,800 △8,374



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △953 △751

定期預金の払戻による収入 366 953

有形固定資産の取得による支出 △53 △581

有形固定資産の売却による収入 1 10

無形固定資産の取得による支出 △7 △13

投資有価証券の取得による支出 △3 △0

匿名組合分配金の受取額 105 843

投資その他の資産の増減額（△は増加） 25 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △518 449

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） 2,880 △870

長期借入れによる収入 29,470 11,235

長期借入金の返済による支出 △27,952 △24,024

自己株式の取得による支出 △591 △0

配当金の支払額 △767 △747

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,038 △14,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,280 △22,331

現金及び現金同等物の期首残高 46,822 35,541

現金及び現金同等物の期末残高 35,541 13,209



 該当事項はありません。 

  

  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社  ５社 
    明和ファイナンス株式会社 
    明和管理株式会社 
    明和リアルネット株式会社 
    明和総合商事株式会社 
    明和ライフサポート株式会社 

(1）連結子会社  ４社 
    明和ファイナンス株式会社 
    明和管理株式会社 
    明和地所住宅流通株式会社 
    明和ライフサポート株式会社 

 当連結会計年度より、明和リア 
ルネット株式会社は明和総合商事株
式会社を吸収合併したことに伴い、
明和地所住宅流通株式会社へ社名変
更しております。  

  (2）主な非連結子会社 
    有限会社ＧＳＰ 
    有限会社ＦＳＳ 

(2）主な非連結子会社 
    有限会社ＧＳＰ   

  (3）非連結子会社について、連結の範囲か
ら除いた理由 
 非連結子会社の総資産・売上高・当期
純損益及び利益剰余金等はいずれも僅少
であり、連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないためであります。 

(3）非連結子会社について、連結の範囲か
ら除いた理由 

同左 

２．持分法適用に関する事項  上記を含む非連結子会社及び関連会社に
ついては、当期純損益及び利益剰余金等に
及ぼす影響が軽微であり、重要性がないた
め、これらの会社に対する投資勘定につい
ては、持分法を適用しておりません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の決算日は連結決算日と同一
であります。 

同左 

４．会計処理基準に関する事
項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 

  その他有価証券 
時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定） 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 
移動平均法による原価法 

  なお、投資事業有限責任組合及びそれに
 類する組合への出資については、組合契約
 に規定される決算報告日に応じて入手可能
 な 近の決算書等を基礎とし、持分相当額
 を純額で取り込む方法によっております。

時価のないもの 
同左 

  ② たな卸資産 
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法 

② たな卸資産 
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法 
（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により
算定） 

  その他のたな卸資産 
終仕入原価法 

その他のたな卸資産 
同左  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

    （会計方針の変更） 
 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、当連結会計年
度より「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日公表分）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。 
 これにより、たな卸資産評価損を売上原
価に19,731百万円、特別損失に84百万円計
上しており、営業利益、経常利益はそれぞ
れ19,731百万円減少し、税金等調整前当期
純利益は19,816百万円減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しております。 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 
 定率法を採用しております。 
 ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）に
ついては、定額法を採用しておりま
す。なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

建物及び構築物…10～47年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。  
  ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）に
ついては、定額法を採用しておりま
す。なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。 

建物及び構築物…10～47年 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与える影

響は軽微であります。 

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 なお、この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与える影

響は軽微であります。 

  

  ② 無形固定資産 
 定額法を採用しております。 
 なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法を採用してお
ります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く）
同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

    ────── 
  

③ リース資産 
 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。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年３月31日以前のリース取引
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によっておりま
す。  

  (3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
 受取手形・売掛金・貸付金等の貸倒
れの損失に備えるために、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 
当社及び連結子会社は、従業員に対

して支給する賞与の支出に充てるた
め、賞与支給見込額の当連結会計年度
負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 
同左 

  ③ 役員賞与引当金 
当社は役員賞与の支出に備えて、当

連結会計年度における支給見込額を計
上しております。 

③ 役員賞与引当金 
同左 

  ④ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、当連
結会計年度末において発生していると
認められる額を計上しております。な
お、数理計算上の差異はその発生時の
翌連結会計年度にて一括費用処理する
こととしております。 

④ 退職給付引当金 
同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
 当社及び一部の連結子会社は役員の
退職慰労金の支出に充てるため、内規
に基づく期末要支給額の全額を計上し
ております。 
 一部の連結子会社は、従来、役員退
職慰労金を支出時の費用としておりま
したが、内規の整備に伴い当連結会計
年度から役員退職慰労引当金を計上し
ております。 
 これにより当連結会計年度の営業利
益及び経常利益はそれぞれ２百万円、
税金等調整前当期純利益は16百万円減
少しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
 当社及び一部の連結子会社は役員の
退職慰労金の支出に充てるため、内規
に基づく期末要支給額の全額を計上し
ております。 
  

  (4）重要なリース取引の処理方法 
 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
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によって
おります。 

(4）     ────── 
    



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 
 金利スワップについて、特例処理の
要件を満たしておりますので、特例処
理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 金利スワップ 
ヘッジ対象 借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  ③ ヘッジ方針 
 借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 

③ ヘッジ方針 
同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 
 金利スワップの特例処理の要件を満
たしているので決算日における有効性
の評価を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 
同左 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重  
要な事項  

  消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式を採用しております。ただし、
資産に係る控除対象外消費税及び地方消
費税は当連結会計年度の期間費用として
おります。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重  
要な事項 

  消費税等の会計処理 
同左 

５．連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい
ては、全面時価評価法を採用しておりま
す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範囲

 連結キャッシュ・フロー計算書における
資金（現金及び現金同等物）は手許現金、
随時引き出し可能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変動について僅少
なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短期投資からなっ
ております。 

同左 



    該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────  (リース取引に関する会計基準) 

 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、当連結会計年度より、「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

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。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当 

期純損失に与える影響はありません。 

 また、セグメント情報に与える影響はありません。 

追加情報



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

 各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）        43百万円

投資有価証券（匿名組合等

出資） 

        1,268百万円

投資有価証券（株式）          43百万円

投資有価証券（匿名組合等

出資） 

      419百万円

※２．担保資産及び担保付債務 

(1）担保に供している資産 

※２．担保資産及び担保付債務 

(1）担保に供している資産 

現金及び預金     460百万円

販売用不動産     13,624百万円

仕掛販売用不動産    54,986百万円

建物及び構築物    4,091百万円

土地    10,230百万円

計     83,393百万円

現金及び預金    687百万円

販売用不動産      5,168百万円

仕掛販売用不動産    24,609百万円

建物及び構築物   8,189百万円

土地     20,781百万円

建設仮勘定   504百万円

その他(有形固定資産）  135百万円

計     60,075百万円

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 

短期借入金     2,960百万円

１年以内返済予定長期借入金    27,214百万円

前受金       456百万円

長期借入金     40,661百万円

計     71,293百万円

短期借入金    2,960百万円

１年以内返済予定長期借入金    36,592百万円

前受金       684百万円

長期借入金     20,764百万円

計     61,001百万円

３．偶発債務 

 当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完

了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社等11社に

対し、次のとおり連帯債務保証を行っております。 

３．偶発債務 

 当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完

了までの間、金融機関及び住宅金融専門会社等９社に

対し、次のとおり連帯債務保証を行っております。 

          4,175百万円           2,007百万円

※４．販売用不動産の保有目的の変更 

   従来、販売用不動産として保有していた下記の不動
産は、当連結会計年度から保有目的を変更したため、
有形固定資産に振り替え表示しております。 
   （振替時帳簿価額） 
    建物             322百万円 
    土地             329百万円 

※４．販売用不動産の保有目的の変更 

   従来、販売用不動産及び仕掛販売用不動産として保
有していた下記の不動産は、当連結会計年度から保有
目的を変更したため、有形固定資産に振り替え表示し
ております。 
   （振替時帳簿価額） 
    建物及び構築物       4,651百万円 

      土地            10,853百万円 
            建設仮勘定          504百万円 
      その他(有形固定資産)     152百万円

５．連結子会社（明和リアルネット株式会社）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

５．連結子会社（明和地所住宅流通株式会社）において

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額の総額          1,100百万円

借入実行残高          －百万円

差引額          1,100百万円

当座貸越極度額の総額          600百万円

借入実行残高       －百万円

差引額          600百万円

 ６．       ────── ※６．設備関係支払手形 
    販売用不動産の保有目的の変更に伴い、次の設備関

係支払手形が当連結会計年度末残高に含まれておりま
す。 

  支払手形         1,979百万円



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 １．         ────── ※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

                    19,731百万円 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当          1,810百万円

退職給付費用       30百万円

賞与引当金繰入額        207百万円

役員賞与引当金繰入額        73百万円

役員退職慰労引当金繰入額           25百万円

支払手数料          481百万円

広告宣伝費          602百万円

貸倒引当金繰入額       2百万円

給料手当          1,837百万円

退職給付費用       55百万円

賞与引当金繰入額        95百万円

役員退職慰労引当金繰入額           24百万円

支払手数料          555百万円

広告宣伝費          699百万円

貸倒引当金繰入額       4百万円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具    0百万円

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

車両運搬具    1百万円

※４．前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。  ４．      ────── 

過年度売上高修正損    2百万円   

 ５．      ────── ※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

   器具備品  0百万円

 車両運搬具  0百万円



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注） 自己株式の株式数の増加671千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加671千株、単元未満株式 

     の買取りによる増加0千株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  26,000  －  －  26,000

合計  26,000  －  －  26,000

自己株式         

普通株式  434  671  －  1,106

合計  434  671  －  1,106

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  766  30 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  746  利益剰余金  30 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注） 自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はありません。  

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  26,000  －  －  26,000

合計  26,000  －  －  26,000

自己株式         

普通株式  1,106  0  －  1,106

合計  1,106  0  －  1,106

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  746  30 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定   36,495百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 

及び担保に供している定期預金   △953百万円

現金及び現金同等物  35,541百万円

現金及び預金勘定   13,960百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 

及び担保に供している定期預金   △751百万円

現金及び現金同等物  13,209百万円



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負

債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。

１．当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負

債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額      235百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額       32百万円

役員退職慰労引当金繰入額      61百万円

未払事業税等     157百万円

販売用不動産評価損      237百万円

ゴルフ会員権評価損       55百万円

関係会社株式評価損     436百万円

繰越欠損金     177百万円

減損損失    1,104百万円

固定資産評価損      301百万円

減価償却費超過額       5百万円

賞与引当金繰入額    101百万円

投資有価証券評価損       22百万円

その他       25百万円

繰延税金資産小計   2,955百万円

評価性引当金  △2,171百万円

繰延税金資産計     783百万円

繰延税金負債   

前払年金費用    △55百万円

匿名組合分配金  △14百万円

その他有価証券評価差額   △30百万円

繰延税金負債計    △100百万円

繰延税金資産の純額     683百万円

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額     238百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額      35百万円

役員退職慰労引当金繰入額     63百万円

未払事業税等      16百万円

たな卸資産産評価損    7,201百万円

ゴルフ会員権評価損 55百万円

関係会社株式評価損     436百万円

繰越欠損金     327百万円

減損損失    1,215百万円

固定資産評価損   1,432百万円

控除対象外消費税      36百万円

減価償却費超過額        5百万円

賞与引当金繰入額     44百万円

投資有価証券評価損       22百万円

その他       15百万円

繰延税金資産小計   11,147百万円

評価性引当金         △7,818百万円

繰延税金資産計   3,328百万円

繰延税金負債   

前払年金費用 △56百万円

匿名組合分配金  △16百万円

その他有価証券評価差額    △8百万円

繰延税金負債計     △82百万円

繰延税金資産の純額   3,246百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳は、次のとおりであります。 

  

法定実行税率              40.9％

（調整）                 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
  △0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 

  0.8％

 均等割税額 △0.1％

評価性引当金 △30.9％

その他  △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.5％



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

不動産販売事業・・・・・・マンション等の開発分譲 

不動産賃貸事業・・・・・・不動産賃貸及び付随業務 

その他事業  ・・・・・・不動産管理、住設企画販売、金融関連、広告宣伝、不動産管理請負、人材派遣

             事業  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  48,387  1,946  4,301  54,634  －  54,634

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  109  2,300  2,410 （2,410)  －

計  48,387  2,056  6,601  57,045 （2,410)  54,634

営業費用  41,175  1,186  6,289  48,651 （1,458)  47,192

営業利益  7,211  870  312  8,394 （ 952)  7,442

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  78,200  17,019  4,255  99,475  40,405  139,880

減価償却費  18  224  44  287  75  362

資本的支出  2  0  28  31  51  83

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  27,462  1,964  4,031  33,458  －  33,458

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 213  100  1,127  1,441 (1,441)  －

計  27,676  2,065  5,158  34,899 (1,441)  33,458

営業費用  45,524  1,220  4,874  51,619 (749)  50,869

営業利益又は営業損失（△）  △17,848  845  284  △16,719 (691)  △17,410

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  40,393  33,465  2,772  76,631  19,145  95,776

減価償却費  15  301  43  359  71  431

資本的支出  1  549  18  568  26  595



３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

４．会計方針の変更（当連結会計年度） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（1）②に記載のとおり、当連結会計年度より

「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日公表分）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「不動産販売事業」の営業費用は19,743百万円

増加し、営業利益が同額減少しております。 

   

 前連結会計年度及び当連結会計年度におきましては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な

在外支店はないため該当事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度におきましては、海外売上高はないため該当事項はありません。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦

不能営業費用の金額（百万円） 
 943  772

管理部門に係る資産の減価償却

費等 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額（百万円） 
 41,508  21,812

当社での余資運用資金（現金及

び有価証券）及び管理部門に係

る資産 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２. 個人主要株主である原田利勝氏（当時、当社相談役）は、平成19年６月11日逝去されました。 

    ３. 髙杉 仁氏は、当社の専務取締役経験者であり、長年の経験と知識並びに外部各方面との幅広い人脈を有し 

      ており、これを当社業務に生かすため、相談役という立場で当社の経営に従事しております。具体的には 

      会社の経営上の必要事項に関する取締役会の諮問にこたえるほか、自ら必要に応じて現経営陣に対して、 

      助言等を行っております。 

      なお、報酬額につきましては、取締役会において決定しております。 

    ４. マンションの購入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引   

 （ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

   

(イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（注） １．上記（ア）～（イ）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含 

      まれております。 

     ２．当連結会計年度末において、㈲ＦＳＳより匿名組合出資金の返還を受けたことにより、同社は関連当事者 

      に該当しておりませんが、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。 

    ３．土地建物の購入価額については、不動産鑑定士の鑑定価格を参考に決定しております。  

    ４. 髙杉 仁氏は、当社の専務取締役経験者であり、長年の経験と知識並びに外部各方面との幅広い人脈を有し 

      ており、これを当社業務に生かすため、相談役という立場で当社の経営に従事しております。具体的には 

      会社の経営上の必要事項に関する取締役会の諮問にこたえるほか、自ら必要に応じて現経営陣に対して、 

      助言等を行っております。 

      なお、報酬額につきましては、取締役会において決定しております。      

（関連当事者情報）

属性 氏名 
又は名称 住所 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

個人主要株

主及びその

近親者 

原田利勝    －  － 当社相談役
（被所有） 
   － 

 －  －
相談役報酬

の支払 
 12 － －

個人主要株

主及びその

近親者 

髙杉 仁    －  － 当社相談役
（被所有） 

直接 5.0 
 －  －

相談役報酬

の支払 
 42 － －

役員 石井紀穂    －  － 当社取締役
（被所有） 

直接 0.2 
 －  －

マンション

の購入 
 47  預り金 0

種類 会社等の名 
称又は氏名 所在地

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合(%) 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

関連会社 ㈲ＦＳＳ   
東京都 

新宿区 
 3

不動産等の

所有,運用

等 
 －

匿名組合出

資    

土地建物の

購入等 
 2,147 － －

種類 会社等の名 
称又は氏名 所在地

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合(%) 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

主要株主及

び役員の近

親者 

髙杉 仁    －  － 当社相談役
（被所有） 

直接 5.0 

相談役報酬

の支払   

相談役報酬

の支払 
 42 － －



 （注）１．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  (開示の省略） 

     リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項については、 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額         1,586円76銭 

１株当たり当期純利益金額         142円50銭 

１株当たり純資産額         907円30銭 

１株当たり当期純損失金額          648円18銭 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 

             （百万円） 
 3,636  △16,135

普通株主に帰属しない金額 （百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△） 

             （百万円） 

 3,636  △16,135

期中平均株式数（株）  25,518,008  24,893,761

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額 

             （百万円） 
 39,500  22,586

純資産の部の合計額から控除する金額 

             （百万円） 
 －  －

（うち少数株主持分）  （－） （－)  

普通株式に係る期末純資産額 

             （百万円） 
 39,500  22,586

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数      （株） 
 24,893,766  24,893,734

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,186 12,429

受取手形 71 －

売掛金 26 14

販売用不動産 20,341 11,948

仕掛販売用不動産 56,376 27,168

貯蔵品 16 13

前払費用 485 237

繰延税金資産 261 2,890

未収還付法人税等 － 122

その他 349 116

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 112,114 54,942

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,326 14,922

減価償却累計額 △4,777 △5,091

建物（純額） 5,549 9,831

構築物 166 225

減価償却累計額 △83 △94

構築物（純額） 82 131

機械及び装置 － 152

減価償却累計額 － △6

機械及び装置（純額） － 145

車両運搬具 78 53

減価償却累計額 △51 △33

車両運搬具（純額） 26 19

工具、器具及び備品 282 292

減価償却累計額 △223 △243

工具、器具及び備品（純額） 58 48

土地 12,637 23,825

建設仮勘定 － 504

有形固定資産合計 18,354 34,506

無形固定資産   

電話加入権 29 29

温泉利用権 0 0

無形固定資産合計 29 29

投資その他の資産   

投資有価証券 201 147



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

関係会社株式 1,199 1,199

その他の関係会社有価証券 357 419

破産更生債権等 30 34

繰延税金資産 238 160

その他 984 984

貸倒引当金 △88 △92

投資その他の資産合計 2,923 2,853

固定資産合計 21,308 37,389

資産合計 133,423 92,331

負債の部   

流動負債   

支払手形 15,919 5,895

工事未払金 444 122

短期借入金 2,960 2,960

1年内返済予定の長期借入金 30,152 38,124

未払金 139 167

未払費用 31 28

未払法人税等 1,362 16

前受金 2,259 938

預り金 409 180

賞与引当金 181 50

役員賞与引当金 73 －

役員退職慰労引当金 15 18

流動負債合計 53,950 48,501

固定負債   

長期借入金 40,466 21,667

退職給付引当金 56 59

役員退職慰労引当金 117 119

預り保証金・敷金 466 623

固定負債合計 41,107 22,470

負債合計 95,058 70,972



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金   

資本準備金 5,395 5,395

利益剰余金   

利益準備金 579 579

その他利益剰余金   

別途積立金 24,000 26,600

繰越利益剰余金 5,835 △13,737

利益剰余金合計 30,415 13,441

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 38,320 21,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 12

評価・換算差額等合計 44 12

純資産合計 38,364 21,359

負債純資産合計 133,423 92,331



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

不動産売上高 48,273 27,565

その他の事業収入 1,459 1,541

売上高合計 49,733 29,106

売上原価   

不動産売上原価 37,796 42,054

その他の事業原価 658 802

売上原価合計 38,454 42,856

売上総利益又は売上総損失（△） 11,278 △13,749

販売費及び一般管理費 4,073 3,993

営業利益又は営業損失（△） 7,205 △17,743

営業外収益   

受取利息 80 71

受取配当金 127 127

匿名組合分配金 86 108

違約金収入 32 911

保険金収入 383 －

雑収入 109 49

営業外収益合計 819 1,269

営業外費用   

支払利息 1,832 1,443

雑損失 188 226

営業外費用合計 2,020 1,670

経常利益又は経常損失（△） 6,004 △18,144

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0

固定資産売却益 0 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

貸倒引当金繰入額 0 －

固定資産除却損 1 0

建物診断手数料 3 －

投資有価証券評価損 45 －

損害賠償金 64 －

固定資産売却損 － 0

たな卸資産評価損 － 82

特別損失合計 115 83

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 5,889 △18,225

法人税、住民税及び事業税 1,767 530

法人税等調整額 586 △2,529



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税等合計 2,354 △1,999

当期純利益又は当期純損失（△） 3,535 △16,226



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,537 3,537

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,537 3,537

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,395 5,395

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,395 5,395

資本剰余金合計   

前期末残高 5,395 5,395

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,395 5,395

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 579 579

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 579 579

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 21,900 24,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,100 2,600

当期変動額合計 2,100 2,600

当期末残高 24,000 26,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,167 5,835

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

別途積立金の積立 △2,100 △2,600

当期純利益又は当期純損失（△） 3,535 △16,226

当期変動額合計 668 △19,573

当期末残高 5,835 △13,737

利益剰余金合計   

前期末残高 27,646 30,415



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,535 △16,226

当期変動額合計 2,768 △16,973

当期末残高 30,415 13,441

自己株式   

前期末残高 △436 △1,027

当期変動額   

自己株式の取得 △591 △0

当期変動額合計 △591 △0

当期末残高 △1,027 △1,027

株主資本合計   

前期末残高 36,143 38,320

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,535 △16,226

自己株式の取得 △591 △0

当期変動額合計 2,176 △16,973

当期末残高 38,320 21,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 △65 △31

当期末残高 44 12

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109 44

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 △65 △31

当期末残高 44 12



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 36,252 38,364

当期変動額   

剰余金の配当 △766 △746

当期純利益又は当期純損失（△） 3,535 △16,226

自己株式の取得 △591 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △31

当期変動額合計 2,111 △17,005

当期末残高 38,364 21,359



 該当事項はありません。 

   

  

  

役員の異動（平成21年６月26日予定） 

  （１）新任監査役候補 

       常勤監査役 堀 直行  

  

  （２）退任予定監査役 

          原 宜二 （常勤監査役） 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．その他
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