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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成21年12月期第１四半期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年３月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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12月期第１四半期 5,317 ─ △302 ─ △436 ─ △438 ─

20年12月期第１四半期 2,611 △59.9 △42 ─ △166 ─ △168 ─

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12月期第１四半期 △19 49 ─
20年12月期第１四半期 △7 51 ─

 (2) 連結財政状態

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12月期第１四半期 47,596 3,153 6.6 140 24

20年12月期 50,437 3,592 7.1 159 73

(参考) 自己資本 21年12月期第１四半期 3,153百万円 20年12月期 3,592百万円

2. 配当の状況

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12月期 ─ 0 00 ─ 0 00 0 00

21年12月期 ─ ─── ─── ─── ───

21年12月期(予想) ─── 0 00 ─ 0 00 0 00

3. 平成21年12月期の連結業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

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 8,000 32.6 △350 ─ △600 ─ △600 ─ △26 68

通期 26,000 89.2 850 ─ 300 ─ 300 ─ 13 34
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(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  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。 

  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、４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。 

  
  
  

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、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) 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、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。]

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年12月期第１四半期 22,513,000株 20年12月期 22,513,000株

21年12月期第１四半期 26,111株 20年12月期 24,525株

21年12月期第１四半期 22,487,746株 20年12月期第１四半期 22,493,821株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的金融危機や経済環境の悪化による景気の後退

がさらに鮮明となり、企業業績の悪化に伴う雇用所得の減少や失業者の増大等の影響を受け、個人消費の
減退傾向が続いており、引き続き厳しい状況にあるといえます。 
  このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の連結経営成績は、売上高53億１千７百万円（前年
同期比103.6％増）、営業損失３億２百万円（前年同期は営業損失４千２百万円）、経常損失４億３千６
百万円（前年同期は経常損失１億６千６百万円）、四半期純損失４億３千８百万円（前年同期は四半期純
損失１億６千８百万円）となりました。 
  
 セグメント別の売上高の状況 

 
  

（財政状態） 
当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、475億９千６百万円（前連結会計年度末比28億４千１

百万円減）となりました。流動資産は、現金及び預金の減少、たな卸資産の減少等により413億３千３
百万円（同27億９千２百万円減）、固定資産は62億６千２百万円（同４千９百万円減）となりました。
負債につきましては、流動負債が329億４百万円（同50億９千３百万円減）、固定負債が115億３千８

百万円（同26億９千１百万円増）となりました。これは主に借入金が増加したものの、仕入債務が減少
したことによるものであります。 
また、純資産は、四半期純損失の計上により31億５千３百万円（同４億３千８百万円減）となり、そ

の結果、自己資本比率は6.6％（同0.5ポイント減）となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 
当第１四半期連結会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、前連結会計

年度末に比べ５億６千８百万円減少し、13億８千３百万円になりました。 
この資金の減少は主として以下の要因によるものであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少により資金が増加したものの、税金等調整

前四半期純損失の計上や仕入債務の減少により11億８千５百万円の減少となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより３百万円の減少となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により６億１千９百万円の増加となりました。
  

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

セグメントの種類

当第１四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 

   至 平成21年３月31日）

金額（百万円） 構成比（％）

不動産販売事業 4,877 91.7

賃貸事業 194 3.7

販売代理・仲介事業 141 2.7

その他の事業 103 1.9

計 5,317 100.0

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期および通期の見通しにつきましては、年初計画通りに推移するものと予測しており、平成２
１年２月１３日の決算発表時の業績予想から変更を行っておりません。 
なお、業績等に与えるリスク等については、 近の有価証券報告書（平成２１年３月２６日提出）による
記載内容から重要な変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・棚卸資産の評価方法 
 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。 
・一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第１四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率については、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、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率の 
  合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 
・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関しては、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。 
・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限 

 定する方法によっております。 
  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、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。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

・「当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 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。 

・リース取引に関する会計基準等 
当第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年

6月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 平成6年1月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号）を早期に適用し、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採用しております。 
 この変更によ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

(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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,383,694 1,952,300

受取手形及び売掛金 89,019 88,457

販売用不動産 16,723,276 17,527,330

仕掛販売用不動産 10,678,735 13,551,952

開発用不動産 9,380,657 7,791,238

その他 3,112,455 3,232,266

貸倒引当金 △34,175 △17,618

流動資産合計 41,333,664 44,125,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,635,603 1,648,156

土地 3,105,459 3,105,459

その他（純額） 38,102 39,399

有形固定資産合計 4,779,165 4,793,015

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

その他 53,663 56,651

無形固定資産合計 296,950 299,938

投資その他の資産   

投資有価証券 564,605 565,669

その他 622,176 653,290

投資その他の資産合計 1,186,781 1,218,960

固定資産合計 6,262,897 6,311,914

資産合計 47,596,562 50,437,841
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,658,732 6,569,552

短期借入金 11,890,000 11,070,000

1年内返済予定の長期借入金 16,270,000 19,200,000

未払法人税等 4,327 7,651

前受金 508,533 517,429

預り金 233,876 354,215

その他 338,531 279,081

流動負債合計 32,904,001 37,997,929

固定負債   

長期借入金 10,430,000 7,700,000

退職給付引当金 445,749 484,392

繰延税金負債 545 634

その他 662,700 662,710

固定負債合計 11,538,995 8,847,736

負債合計 44,442,996 46,845,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 307,631 307,631

利益剰余金 △148,180 290,200

自己株式 △6,669 △6,569

株主資本合計 3,152,780 3,591,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 785 912

評価・換算差額等合計 785 912

純資産合計 3,153,565 3,592,175

負債純資産合計 47,596,562 50,437,841
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(2)四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高  

不動産売上高 4,877,025

その他の事業収入 440,049

売上高合計 5,317,075

売上原価  

不動産売上原価 4,579,054

その他の事業原価 173,398

売上原価合計 4,752,452

売上総利益 564,622

販売費及び一般管理費 866,734

営業損失（△） △302,111

営業外収益  

受取利息 1,166

受取賃貸料 20,636

その他 19,924

営業外収益合計 41,727

営業外費用  

支払利息 171,188

その他 4,909

営業外費用合計 176,097

経常損失（△） △436,481

税金等調整前四半期純損失（△） △436,481

法人税、住民税及び事業税 1,899

法人税等合計 1,899

四半期純損失（△） △438,380
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純損失（△） △436,481

減価償却費 20,078

引当金の増減額（△は減少） △22,086

受取利息及び受取配当金 △1,166

支払利息 171,188

持分法による投資損益（△は益） △842

売上債権の増減額（△は増加） △561

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,087,852

仕入債務の増減額（△は減少） △2,910,819

信託受益権の増減額（△は増加） 387,278

その他 △352,120

小計 △1,057,681

利息及び配当金の受取額 2,613

利息の支払額 △123,408

法人税等の支払額 △6,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,185,136

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △3,240

その他 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,344

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） 820,000

長期借入れによる収入 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △3,000,000

その他 △124

財務活動によるキャッシュ・フロー 619,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568,605

現金及び現金同等物の期首残高 1,952,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,383,694
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 
（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な内容 

 事業区分は、事業内容を勘案して、下記のとおり分類いたしました。 

 (1) 不動産販売  ……中高層集合住宅・ビル及び店舗の開発及び分譲等 

  (2) 賃貸     ……住宅・店舗及び駐車場の賃貸 

 (3) 販売代理・仲介……分譲マンション等の販売受託及び売買賃貸斡旋業務 

 (4) その他    ……分譲マンションに係る付帯事業等 

〔所在地別セグメント情報〕 
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 
 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 
 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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) セグメント情報

不動産販売

（千円）

賃貸 

（千円）

販売代理・ 

仲介（千円）

その他 

（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 4,877,025 194,631 141,659 103,758 5,317,075 5,317,075

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ 6,381 2,252 34,773 43,407 (43,407) ─

計 4,877,025 201,012 143,912 138,531 5,360,482 (43,407) 5,317,075

営業利益又は営業損失（△） △260,443 53,267 17,089 18,374 △171,711 (130,399) △302,111

(6) 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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（１）（要約）四半期連結損益計算書 
 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

 
  

「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表等

科  目

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期）  

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,611,974

Ⅱ 売上原価 1,998,701

   売上総利益 613,272

Ⅲ 販売費及び一般管理費 655,292

   営業損失（△） △42,020

Ⅳ 営業外収益 22,050

Ⅴ 営業外費用 146,745

   経常損失（△） △166,715

   税金等調整前四半期純損失（△） △166,715

   法人税、住民税及び事業税 2,250

      四半期純損失（△） △168,965
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

前年同四半期

（平成20年12月期

第１四半期）  

区分 金額（千円）

Ⅰ 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（△） △ 166,715

   減価償却費 22,491

   引当金の減少額 △ 181,404

   受取利息及び受取配当金 △ 1,782

   支払利息 137,515

   持分法による投資利益 △ 2,552

   売上債権の増加額 △ 17,998

   たな卸資産の増加額 △ 751,004

   仕入債務の増加額 107,570

   前渡金の増加額 △ 311,496

   前受金の増加額 123,496

   預り金の減少額 △ 35,599

   その他 △ 371,503

    小計 △ 1,448,982

   利息及び配当金の受取額 3,407

   利息の支払額 △ 135,942

   法人税等の支払額 △ 6,088

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,587,606

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   固定資産の取得による支出 △ 32,262

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 32,262

Ⅲ 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） 640,000

   配当金の支払額 △ 163,996

   その他 △ 434

  財務活動によるキャッシュ・フロー 475,568

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,144,301

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,973,101

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,828,800
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