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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 51,269 △10.1 △5,717 ― △7,127 ― △7,358 ―

20年3月期 57,011 9.2 3,827 △10.3 2,367 △22.7 1,351 △15.9

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 △950.63 ― △136.1 △9.3 △11.2

20年3月期 174.52 ― 15.6 2.8 6.7

（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 66,153 1,610 2.4 208.01
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  1,610百万円 20年3月期  9,204百万円

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 3,371 △140 △12,253 3,372
20年3月期 △5,434 △126 6,600 12,394

2.  配当の状況 

（注）22年３月期の期末配当予想金額は、未定であります。 

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 ― 25.00 25.00 193 14.3 2.2
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

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 22,700 0.0 30 ― △520 ― △530 ― △69.76

通期 49,300 △3.8 1,700 ― 690 ― 670 ― 86.56
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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」をご覧ください。 

(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、38ページ「１株当たり情報」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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  6,874株 20年3月期  6,874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 51,107 △10.1 △5,754 ― △7,164 ― △7,380 ―

20年3月期 56,857 9.3 3,789 △10.5 2,329 △23.1 1,328 △16.2

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 △953.48 ―

20年3月期 171.60 ―

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 66,024 1,511 2.3 195.24
20年3月期 87,192 9,127 10.5 1,179.29

（参考） 自己資本 21年3月期  1,511百万円 20年3月期  9,127百万円

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 

 （将来に関する記述等についてのご注意） 
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等につい
ては、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
2. 配当については、業績に対応した配当を基本としつつ、当社の財政状態、業績動向等総合的に勘案して決定しております。現時点においては不動産市
場の事業環境に不透明な要因が多いこともあり、次期期末配当予想額を未定としておりますが、開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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

22,700 0.4 12 ― △480 ― △480 ― △62.01

通期 49,200 △3.7 1,700 ― 750 ― 740 ― 95.60
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機は世界

的拡がりを見せ、100年に一度といわれる経済危機を招き、未だ回復の兆しが見えない状況でありま

す。また、雇用や設備の過剰感が表面化し、大幅な生産調整やリストラによる削減が進められており

景気そのものが悪化しております。 

これらを受け、個人所得の伸び悩みや年金問題、経済全般の先行きに対する不安等に伴う消費者マ

インドの低下が顕著になり、当社企業グループの主要事業である分譲マンションの販売についても、

お客様のローン返済金額を抑えたいという意識も強まったことから販売価格は下落し、販売期間が長

期化している市場環境にあります。 

平成21年１月以降、お客様のご来場・ご購入動向は一定の回復の兆しが見えてきたものと認識して

おりますが、上記の傾向は当面継続するものとしての対策が必要と考えております。 

オフィスビル賃貸事業につきましても、賃貸市場は平成20年後半からの景気後退の影響で首都圏に

おいては、オフィスビルの平均空室率が平成21年３月末時点では６％台前半まで上昇し、地方におい

てもこの傾向はさらに顕著になっております。 

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、主営業拠点である東京地区、大阪地区を強化し、意思決定の迅速化を図り、

機動力を発揮できる組織とするため、平成20年11月７日付けで不動産事業の組織変更を行い東京支

社、大阪支社を設置するとともに自社販売チームを設置しました。 

従来、マンション販売につきましては、販売会社に委託しておりましたが、外部流出費用の削減を

図るとともに、効率的・効果的な広告宣伝費・販売促進費の投入を行うため、また顧客ニーズを直接

収集するために自社販売体制を導入・拡大しております。 

物件の状況・環境を一番熟知した用地仕入担当者が中心になり、熱意・責任を持って販売すること

で成果を挙げております。 

また、平成21年１月１日付けにて、これまで別組織で運営していましたアフターサービス業務、マ

ンション管理業務を統合し事業部を設置いたしました。 

さらに、市場環境の急激な変化による影響により、たな卸資産の評価損4,056百万円を計上しまし

た結果、売上高につきましては、前年同期より5,742百万円下回る51,269百万円（前年同期比10.1％

減）、経常損失につきましては、7,127百万円（前年同期は経常利益2,367百万円）、当期純損失につ

きましては、7,358百万円（前年同期は当期純利益1,351百万円）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) 

不動産販売事業におきましては、用地の仕入価格と建築費の高騰による販売価格の上昇に加え、個

人所得の低下や景気の先行きに対する不安等により消費者の購買意欲は減退し、平成20年度（平成20

年４月～平成21年３月）の首都圏のマンション販売戸数は40,166戸（不動産経済研究所調べ）、契約

率（同）も64.1％と低水準となり、分譲マンション販売会社の経営に大きな影響を与えました。 

このようななかで、当社企業グループはクレアホームズ富士見台（東京都練馬区）、クレアホーム

ズ上之園（鹿児島県鹿児島市）、クレアコート芦屋（兵庫県芦屋市）、クレアシティ小鶴新田（宮城

県仙台市宮城野区）、クレアセトル呉本通（広島県呉市）、クレアシティ宮の沢ライブズ（北海道札

幌市西区）など27棟を販売いたしました。 

また、自社販売実施による販売強化・販売経費削減を図り効率的・効果的な経営に努める一方、た

な卸資産の評価損の計上を行いました。 

この結果、売上戸数は、1,334戸（前年同期比0.2％増）、売上高は46,336百万円（同6.7％減）、

営業損失は6,214百万円（前年同期は営業利益3,424百万円）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(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、企業のオフィスコスト削減を重視した消極的な移転計画が

目立つようになってきたなか、当社企業グループにおきましてはテナント企業の景況感に配慮した賃

料設定やその他のサービスを提供し、テナントを確保するために全力で対応してまいりました。 

ビル管理事業におきましては、継続物件の解約もしくは減額要請がありましたが、これを補うべく

新規物件の受注とスポット工事の受注及び原価の圧縮に努め、収益の向上を図ってまいりました。 

また、マンション管理事業は、新規管理戸数684戸を加え、総管理戸数7,416戸を受託するととも

に、事業主と管理会社が同じ会社で一元管理という当社の特徴・メリットを 大化するサービスの提

供に努めました。 

この結果、売上高は4,821百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は1,449百万円（同5.5％増）と

なりました。 

(その他の事業) 

その他の事業（保険代理事業）におきましては、当社分譲マンション購入者向け火災保険等の販売

が引き続き順調に推移したものの、企業保険及び団体扱い保険においては大幅減収となりました。 

この結果、売上高は111百万円（前年同期比45.0％減）、営業利益は58百万円（同51.4％減）とな

りました。 

  

②次期の見通し 

今後の日本経済の見通しにつきましては、景気そのものが悪化し、未だ回復の兆しが見えない状況

にあります。 

不動産業界におきましても、景気・雇用環境・個人所得・個人消費の回復に見通しが立つまでは、

市況は低調に推移すると思われ、特に分譲マンションの販売については、新規供給物件が低水準で推

移していることからも、在庫処分の局面がしばらく続くものと考えられます。 

このようななかで、「リエンジニアリングプラン2010」を現状に合致するよう見直しを行い、各施

策を順次実行してまいります。 

次期の連結業績につきましては、売上高は49,300百万円（当期比3.8％減）、営業利益は1,700百万

円（当期は営業損失5,717百万円）、経常利益は690百万円（当期は経常損失7,127百万円）、当期純

利益は670百万円（当期は純損失7,358百万円）と予想しております。 

また、次期の個別業績につきましては、売上高は49,200百万円（当期比3.7％減）、営業利益は

1,700百万円（当期は営業損失5,754百万円）、経常利益は750百万円（当期は経常損失7,164百万

円）、当期純利益は740百万円（当期は純損失7,380百万円）と予想しております。 

なお、事業の種類別セグメントの通期業績予想は以下のとおりであります。 
 

  

(単位：百万円)

事業の種類別 
セグメント

平成21年３月期 平成22年３月期（予想） 増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

不動産販売事業 46,336 △ 6,214 44,590 1,140 △ 1,746 7,354

不動産賃貸・管理事業 4,821 1,449 4,640 1,380 △ 181 △ 69

その他の事業 111 58 70 20 △ 41 △ 38

消去又は全社 ― △ 1,011 ― △840 ― 171

合計 51,269 △ 5,717 49,300 1,700 △ 1,969 7,417
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて21,143百万円減少して

66,153百万円（前年同期比24.2％減）となりました。その主なものは、借入金返済等に伴う現金及び

預金の減少、不動産販売事業における新規用地仕入を抑制したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて13,549百万円減少して64,543百万円（前年同期比

17.4％減）となりました。その主なものは、不動産販売事業における新規用地仕入を抑制したことに

よる借入金の減少であります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて7,594百万円減少して1,610百万円（前年同期比

82.5％減）となりました。これは、主に当期純損失計上に伴う利益剰余金の減少によるものでありま

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高（以下「資金」といいます。）につきまし

ては、前連結会計年度末と比べて9,022百万円減少して3,372百万円となりました。 

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) 

営業活動の結果得られた資金は3,371百万円（前年同期は5,434百万円の使用）となりました。これ

は、主に税金等調整前当期純損失を計上し、法人税等の支払いを行い、その他流動負債のうち預り金

が減少したものの、不動産販売事業におけるたな卸資産の減少や建設工事代金支払いのための支払手

形による仕入債務が増加したこと等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) 

投資活動の結果使用した資金は140百万円（前年同期比11.6％増）となりました。これは、主に投

資有価証券の取得及び有形固定資産の取得等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) 

財務活動の結果使用した資金は12,253百万円（前年同期は6,600百万円の獲得）となりました。こ

れは、主に不動産販売事業において新規用地仕入を抑制したな卸資産を圧縮したため、同事業に係わ

る借入金が減少したことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
(注) １ 各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。また、時価ベースの自己資本比

率については、当社株式が平成18年３月期において非上場であり、株式時価総額の把握が困難なため記載し

ておりません。 

３ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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

ー及び利息の支払額を用いております。また、有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、

利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

(2) 財政状態に関する分析

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(％) 7.2 9.6 10.5 2.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

― 11.8 6.6 0.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

― ― ― 14.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― ― 2.3
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４ 平成18年３月期、平成19年３月期及び平成20年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイ

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・フローがマイナスとなったため、記載して

おりません。 

  

当社企業グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題として捉えており、財務体質の

強化と内部留保の充実（自己資本比率の向上）を勘案しつつ、安定した配当政策を実施することを基本

方針としております。 

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本とし、株主総会によって決定しております。 

しかしながら、当期は大幅な当期純損失を計上することになり、誠に不本意ではございますが、当期

末の配当は無配とさせていただきます。なお、現時点においては不動産市場の事業環境に不透明な要因

が多いこともあり、次期期末配当予想額を未定としておりますが、開示が可能となった時点で速やかに

開示いたします。 

  

当社企業グループの事業等に関するリスクについて、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性

があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない

事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者への積極的な

情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社企業グループは、これらのリスク発生の可能

性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。本項については、将

来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算発表日現在において判断したものであります。

①当社事業について 

当社企業グループの事業は、不動産販売事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業の３つの事業

で構成されております。不動産販売事業は、グループ全体の売上高に対して大半を占めており、当社

企業グループにおいて主要事業となっております。 

(i) 不動産販売事業について 

(分譲マンションの施工について) 

当社企業グループは、平成６年以降分譲マンションの販売を主要事業として展開しております。 

分譲マンションの施工管理につきましては、お客様へ引渡すまで当社で一貫して行っております

が、設計・施工はそれぞれの専任業者に委託して相互監視体制を構築しております。 

分譲マンションの建築につきましては、建設会社に発注し、民間（旧四会）連合協定工事請負契約

約款に基づく工事請負契約を締結しておりますが、建築工事の品質管理・工程管理につきましては、

当社が定期的な監理を行っております。 

工事請負契約の締結にあたりましては、外注先の財務状況、施工能力・実績、経営の安定性等を総

合的に勘案の上決定しておりますが、外注先に信用不安等が発生し、工期遅延が生じた場合には、当

社の販売計画に遅延が生じ、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、施工完了後、外注先に倒産等の事態が発生した場合には、本来外注先が負うべき瑕疵の補修

責任等が履行されず、当社に費用負担が発生し、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

(経営成績の変動について) 

当社企業グループの主要事業である不動産販売事業におきましては、お客様への物件引渡しを基準

として売上計上を行っておりますが、引渡時期が下半期に集中することが多くなっております。その

ため不動産販売事業の売上計上が下半期に集中する傾向にあります。また、販売計画の変更や天災そ

の他の事由による工期の遅延等によって、引渡時期に変更があった場合には、当社企業グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

(土地の仕入れについて) 

当社では、マンション用地及び戸建用地の取得にあたり、売買契約前に綿密な事前調査を行ってお

りますが、契約後、稀に土壌汚染等の隠れた瑕疵が発見されることがあります。その場合、当社に追

加費用が発生することがあり、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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(マンション建設に対する近隣住民の反対運動について) 

当社では、マンション建設にあたり、所在地の自治体の条例等に則り、事前に周辺住民に説明会を

実施する等の近隣への対策を講じております。しかしながら、今後、開発による騒音、電波障害、日

照問題、景観変化等を理由に近隣住民に反対運動等が発生し、その解決に時間を要したり、計画の変

更が必要となった場合には、工期遅延や追加費用が発生し、当社企業グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

  

(ⅱ) 不動産賃貸・管理事業について 

当社企業グループは、財務体質の強化を図るため、遊休資産、採算性の低いオフィスビル等の売却

等による処分はほとんど終えておりますが、現在、所有するオフィスビルにおきまして、今後、テナ

ントの大量退去等が発生した場合には、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

  

(ⅲ) 有利子負債への依存度について 

当社は、賃貸オフィスビル等土地・建物資産購入資金、並びに分譲マンション用地の取得資金を主

として金融機関からの借入金によって調達しているため、有利子負債への依存度が高い財務体質とな

っております。 

従いまして、現行の金利水準が大きく変動した場合、及び借入条件に制限が付与され、それに抵触

した場合等計画どおりの資金調達ができない場合には、当社企業グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

(ⅳ) 景気動向・金利動向について 

当社企業グループの事業は、景気動向、金利動向、新規供給物件動向、不動産販売価格動向等の影

響を受けやすく、景気見通しの悪化や大幅な金利の上昇等の変化によって、住宅購入意欲が低下した

場合には、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ⅴ) 主要事業の免許について 

当社は、不動産販売事業として宅地建物取引業法第３条第１項及び第６条に基づき宅地建物取引業

者免許証（免許番号 国土交通大臣(10)2432号）の交付を受けております。宅地建物取引業法第３条

第２項の規定により、免許の有効期限は５年間と定められており、当社の免許の有効期限は平成20年

10月25日から平成25年10月24日までとなっております。 

不動産販売事業につきましては、宅地建物取引業法第３条及び第５条にて免許条件及び宅地建物取

引業法第66条及び第67条にて取消事由が定められており、これに該当した場合は免許の取消が命じら

れます。 

現在、当該免許取消となる事由は発生しておりませんが、将来何らかの理由により免許取消事由が

発生した場合には、当社企業グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

②法的規制について 

(i) 法的規制について 

不動産取引につきましては、「宅地建物取引業法」、「建築基準法」、「国土利用計画法」、「都

市計画法」等の法的規制を受け、宅地建物取引業法に基づく免許を取得して不動産販売事業を行って

おります。ビル賃貸事業につきましては、ビルの所有者若しくは受託管理者は、「電気事業法」、

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等、また、マンション管理事業につきましては、

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等の法的規制を受け、各法によって定められた有

資格者に点検整備や検査を義務付けておりますので、当該資格者を保有確保し、不動産賃貸・管理事

業を行っております。 

今後、これらの法的規制の改正や新たな法的規制が設けられた場合には、当社企業グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 
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(ⅱ) 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による瑕疵担保責任について 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の供給事業者に対して構造上の主要な部

分及び雨水の浸食を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めております。当社

では、分譲マンションの供給に際し、建築設計の段階から一貫して携わり、供給物件の品質管理に万

全を期すよう努めております。また、販売後のクレームに対しましても、法令上の責任に基づき、真

摯な対応に努めております。 

しかしながら、当社の供給物件に何らかの原因で瑕疵が発生した場合には、クレーム件数と補償工

事の増加等を招き、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ⅲ) 個人情報等の取扱いについて 

当社企業グループの営業活動に伴い、個人情報を始めとする様々な情報を入手しております。個人

情報等の管理におきましては、細心の注意を払っておりますが、不測の事態により、個人情報等が外

部に漏洩した場合には、損害賠償や当社企業グループの信用力低下により、当社企業グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③その他 

(i) 税制改正について 

将来において、不動産関連税制が変更された場合には、資産の取得及び売却時のコストの増加、ま

た、これらの要因による住宅購入意欲の低下等により、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

(ⅱ) 耐震の構造計算について 

当社は、平成18年１月から建築確認申請を行う分譲マンションは、住宅性能評価書を取得しており

ます。同評価書取得においては、構造等級チェックが必須審査項目となっております。 

当社の分譲するマンションについて平成19年６月の建築基準法の改正により、建築確認申請の審査

段階で「ピアチェック(構造計算適合性判定)」として再チェックされることで二重のチェック体制を

取っております。 

しかしながら、構造等に関する法改正が行われた場合や、構造計算書の偽装等、建物の構造に係わ

る問題が発生した場合には、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

現在、当社所有の４棟のオフィスビルに関しましては、耐震診断を実施し、建築基準法上の問題は

ない旨の確認を得ておりますが、今後のテナント誘致において、さらなる耐震強度を求められた場合

には、補強が必要となり、当社企業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(ⅲ) 当社上場株式時価総額について 

平成21年２月２日発表のとおり当社株式は、平成21年１月の月間平均時価総額及び月末時価総額が

６億円未満となりました。東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第１項第４号ａでは、９ヶ月

（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書

面を平成21年４月24日に東京証券取引所に提出済）以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総

額が６億円(注)以上とならないときは、上場廃止になる可能性があります。 

(注) 時価総額につきましては、平成21年１月末より同年12月末までの間、時価総額基準が10億円未

満から６億円未満に変更となっております。 

  

当連結会計年度におきましては、売上高51,269百万円（前年同期比10.1％減）、経常損失7,127百万

円（前年同期は経常利益2,367百万円）、当期純損失7,358百万円（前年同期は当期純利益1,351百万

円）と大幅な減少となりました。 

この要因は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界的拡がりを見せ、100年に一

度といわれる経済危機を招き、景気そのものが悪化したものであります。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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このような状況のなか、当社企業グループは事業再構築に向け、新３ヶ年計画「リエンジニアリング

プラン2010」を平成20年11月７日に発表いたしました。新年度計画につきましては、現状を十分認識し

当該状況を解消すべく「リエンジニアリングプラン2010」を基本に、見直しを行い事業計画を策定いた

しました。 

同計画に沿った下記施策を順次実行中であります。 

①不動産販売事業（自社販売体制の拡充） 

マンション販売につきましては販売会社に委託しておりましたが、自社販売体制を拡充いたしま

す。このメリットは、販売手数料等の外部流出費用の削減、顧客ニーズを直接収集できるため効率

的・効果的な広告戦略ができること、また人員の有効的な配置転換による経費削減効果等も出てきて

おり、全社一元管理の体制を整えました。 

平成20年11月現在の自社販売物件は１物件でありましたが、平成21年５月現在、札幌支店２件、仙

台営業所１件、東京支社４件、大阪支社２件、広島支店１件の10物件について自社販売を実施済みで

あります。１物件当たり平均３名の体制とし、物件の状況・環境を一番熟知した用地仕入担当者、販

売業務経験者が一体となり、熱意・責任を持って販売することで着実に成果を挙げており、今後も順

次自社販売体制を推進してまいります。 

在庫につきまして継続して販売に注力しておりますが、平成21年度は計画竣工戸数も約900戸（平

成20年度：1,805戸）と大きく減少いたしますので、在庫のピークは現時点でほぼ越えつつあると認

識しております。 

新規物件につきましては、駅徒歩圏や熟成された居住環境エリアで一次取得者向けマンションを供

給してまいります。 

②組織 

自社販売体制を中心とした組織効率化及び建築費等原価見直しのために次の施策を実施いたしまし

た。 

・主営業拠点である東京地区、大阪地区を強化し、意思決定の迅速化を図り、機動力を発揮できる

組織とするための東京支社、大阪支社ならびに各支店自社販売チームの設置。 

・マンションサービス向上ならびに効率化のための、アフターサービス業務、マンション管理業務

部門の統合（マンションサービス事業部）。 

・上記両支社、建築部門、マンションサービス部門、事務管理部門等の一元管理を行うための不動

産統括本部の設置。 

③不動産賃貸・管理事業 

賃貸ビルにつきましては、随時リニューアルを行い資産価値の維持を図ります。 

ビル管理につきましては、内省化・外注化双方から原価圧縮を図ります。 

マンション管理につきましては、事業主と管理会社が同一という当社の特徴を 大限に生かした営

業展開を行います。 

④その他の事業 

 保険代理事業については、各取引先に対し、きめ細やかな対応を行い高品質のサービスを提供いた

します。 

⑤経費削減（固定費・変動費） 

人件費につきましては、役員・執行役員は賞与の100％減額はもとより、報酬面におきましても、

業績不振の経営責任を明確にするため、平成20年10月から平成21年３月まで、代表取締役については

月額報酬の40％減額、代表取締役以外の取締役は月額報酬の20％減額、執行役員については月額報酬

の10％減額、監査役報酬につきましては、常勤監査役は月額報酬の10％を自主返納しており、引き続

き平成22年３月まで同減額及び自主返納を継続いたします。 

さらに、社員につきましては、平成20年冬期賞与については、各役職に応じ20％～70％の減額を実

施しており、平成21年夏期賞与につきましても同等以上の減額・削減を行います。 

また、一般経費につきましても意識を徹底し抑制・削減いたします。 
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⑥資金運営 

平成21年3月期の資金運営面の対応につきましては、各取引金融機関に「リエンジニアリングプラ

ン2010」を早い段階から説明し、ご理解を得ておりましたので、在庫増加に伴う運転資金面での支援

につきましても、メイン銀行であるみずほコーポレート銀行より100億円超の新規融資をいただいた

ほか、従来より運転資金を支援いただいている各金融機関からも従来どおりの支援を継続いただくこ

とができました。 

また、平成22年3月期の資金運営対応につきましては、マンションの竣工戸数も大幅に減少いたし

ますので、平成21年3月末の完成在庫がピークとなり、今後は販売進捗とともに運転資金需要が減少

いたしますので、より安定的な資金運営が可能となります。 

 以上の「リエンジニアリングプラン2010」に沿った当社の現状及び先行きをご理解いただき、メイ

ン銀行を始めとする各金融機関には引き続き運転資金のご支援を継続いただける状況にありますが、

当社といたしましても今後一層の販売進捗率の向上と不要不急の支出抑制に努めることで、資金運営

面でのさらなる安定化に注力してまいります。 
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当社企業グループは、当社(セントラル総合開発株式会社)及び連結子会社(セントラルライフ株式会社)

により構成されており、分譲マンション及び戸建住宅の販売を行う不動産販売事業、オフィスビルの賃

貸・管理を行う不動産賃貸・管理事業と保険代理業等を行うその他の事業を営んでおります。 

当社企業グループの事業における位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり

ます。なお、事業の区分内容は、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

(1) 不動産販売事業 

当社は、主にマンション分譲のデベロッパー事業を首都圏・近畿圏を中心に全国展開しており、ファ

ミリータイプの自社ブランド『クレア』シリーズマンションの販売を行っております。 

クレアシリーズは、クレアヒルズ(Clare Hills)、クレアセトル(Clare Settle)、クレアガーデン

(Clare Garden)、クレアシティ(Clare City)、クレアホームズ(Clare Homes)、クレアコート(Clare 

Court)を平成10年８月に商標登録をしております。 

当社は、敷地の立地条件並びにライフスタイルの進化に伴う顧客のニーズをマンション企画に反映

し、地域社会に溶けこんだ快適な生活空間を提供しております。 

入居後のアフターサービスについても、１年点検・２年点検並びに長期修繕計画等における資産価値

の維持、災害時に備えた保険商品の提供、管理費の資金管理、積立金等の運用方法の助言、家族構成の

変化に伴うリニューアル等「良質な総合管理サービス」の提供を心掛けております。 

(2) 不動産賃貸・管理事業 

当社は、主としてビッグス新宿ビル(東京都新宿区)、飯田橋ビル(東京都文京区)、秋穂セントラルビ

ル(東京都千代田区)、第６セントラルビル(東京都港区)、セントラルビル(広島県広島市中区)、福岡セ

ントラルビル(福岡県福岡市中央区)のオフィスビル等において、賃貸・管理事業を行っております。 

また、連結子会社(セントラルライフ株式会社)は、当社所有のオフィスビルを中心にビル・マンショ

ンの設備、警備、清掃等の管理事業を行っております。 

(3) その他の事業 

当社は、主にマンション購入者を販売先として保険代理事業を行っております。 

  

2. 企業集団の状況
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(事業系統図) 
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(基本理念) 

当社企業グループは『企業は人なり、組織は人なり・・・社会に貢献する少数精鋭のプロ集団たれ』

の経営理念に基づき、全役職員が自らの能力を 大限に発揮し、あらゆる課題に前向きに取り組み、活

力ある組織運営を行うこととしております。不動産販売事業におきましては、当社企業グループが目指

す『人にやさしい生活環境、安心で安全な住み良い環境』を創出することが、社会とのつながりの第一

歩と考えております。 

当社企業グループの事業は、常に社会と密接に係わっており、社会とのつながりを自覚し、ステーク

ホルダーとの対話を通して、お互いの理解を深めながら事業活動を続けております。 

個々人の知識と経験を生かし、担当部署と関係部署が一堂に会した検討を行い、迅速な取り組みを図

る所存でございます。 

  

事業再構築に向け、当社新３ヶ年計画「リエンジニアリングプラン2010」を平成20年11月７日に策定

し、現状に合致するよう見直しを行いました。当計画においては、平成20年度においてたな卸資産の評

価を実施し大幅な経常損失を計上するも、平成21年度以降は業績を徐々に回復することを主軸としてい

ます。 

現在、当計画に沿った各施策を順次実行中でございます。 

  

[リエンジニアリングプラン2010骨子] 

① 基本戦略 

今後さらに厳しさが増すと予想される日本経済の環境下において、平成20年度をボトムに回復を

図り安定的に成長を続けるため、「本業収益力強化」、「利益重視」、「エリア戦略」に重点を置

き、本来の当社の姿である「原点回帰」をキーワードとする基本戦略をとってまいります。 

② 主な個別戦略 

a. 一層の契約進捗率の向上を図り、不要不急の資金流出の抑制に努めることで安定的資金運営に

注力。 

b. 外部流出費用の削減を図るとともに、効率・効果的な広告宣伝費・販売促進費の投入を行うた

めの自社販売体制の拡充。 

c. 業務改善等による組織及び変動経費、固定経費の全社的見直しの実施。 

d. 建築費等の原価について、より一層の管理体制を確立・実施。 

e. 新規物件については、立地を見定めたエリア展開を実施。 

f. 不動産賃貸・管理事業については、引き続き安定収益事業としての基盤向上。 

g. 保険代理事業については、各取引先に対するきめ細やかな対応による高品質のサービス提供。

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(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
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

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 12,394,657 3,372,032 

受取手形及び売掛金 2,162,854 2,089,077 

たな卸資産 ※2 54,980,791 － 

販売用不動産 － ※2 20,392,113 

不動産事業支出金 － ※2 25,229,937 

貯蔵品 － 4,031 

繰延税金資産 178,220 7,209 

その他 852,824 1,307,635 

貸倒引当金 △14,199 △4,688 

流動資産合計 70,555,149 52,397,348 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 7,535,919 ※2 6,179,378 

減価償却累計額 △4,084,217 △3,606,417 

建物及び構築物（純額） 3,451,701 2,572,960 

機械装置及び運搬具 62,971 61,737 

減価償却累計額 △37,167 △45,714 

機械装置及び運搬具（純額） 25,804 16,023 

土地 ※1, ※2 12,532,180 ※1, ※2 10,428,350 

建設仮勘定 896 － 

その他 73,289 70,998 

減価償却累計額 △61,380 △54,127 

その他（純額） 11,909 16,870 

有形固定資産合計 16,022,491 13,034,205 

無形固定資産 27,457 14,347 

投資その他の資産 

投資有価証券 329,944 362,725 

その他 ※2 438,286 ※2 415,911 

貸倒引当金 △76,325 △71,225 

投資その他の資産合計 691,906 707,411 

固定資産合計 16,741,855 13,755,964 

資産合計 87,297,004 66,153,313 
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（単位：千円） 

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 8,133,589 10,301,253 

短期借入金 ※2 43,281,400 ※2, ※4 37,052,400 

未払法人税等 800,562 17,129 

賞与引当金 155,523 82,002 

役員賞与引当金 25,400 － 

その他 4,117,956 1,299,412 

流動負債合計 56,514,431 48,752,198 

固定負債 

長期借入金 ※2 18,343,600 ※2 12,512,200 

繰延税金負債 90,356 125,101 

再評価に係る繰延税金負債 ※1 1,753,417 ※1 1,753,417 

退職給付引当金 99,779 98,293 

長期預り敷金保証金 1,290,730 1,302,039 

固定負債合計 21,577,884 15,791,052 

負債合計 78,092,316 64,543,250 

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 7,537,039 △14,519 

自己株式 △7,488 △7,488 

株主資本合計 9,211,171 1,659,612 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,273 △38,792 

土地再評価差額金 ※1 △10,757 ※1 △10,757 

評価・換算差額等合計 △6,483 △49,549 

純資産合計 9,204,688 1,610,062 

負債純資産合計 87,297,004 66,153,313 
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：千円） 

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 57,011,935 51,269,168 

売上原価 46,221,265 ※1 50,068,516 

売上総利益 10,790,670 1,200,651 

販売費及び一般管理費 ※2 6,962,691 ※2 6,918,426 

営業利益又は営業損失（△） 3,827,978 △5,717,774 

営業外収益 

受取利息 22,106 12,236 

受取配当金 6,342 5,420 

原状回復費負担収入 5,000 － 

その他 3,778 17,360 

営業外収益合計 37,227 35,017 

営業外費用 

支払利息 1,480,051 1,400,726 

その他 17,323 44,147 

営業外費用合計 1,497,374 1,444,873 

経常利益又は経常損失（△） 2,367,831 △7,127,631 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 15,594 9,511 

固定資産売却益 ※3 298 ※3 103 

償却債権取立益 － 11,242 

特別利益合計 15,892 20,858 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 12,960 ※4 4,433 

減損損失 ※5 2,130 － 

投資有価証券評価損 3,001 － 

ゴルフ会員権評価損 1,000 15,848 

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 6,377 － 

その他 72 － 

特別損失合計 25,541 20,282 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

2,358,182 △7,127,055 

法人税、住民税及び事業税 841,281 22,311 

法人税等調整額 165,891 208,689 

法人税等合計 1,007,172 231,001 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,351,010 △7,358,056 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

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 1,008,344 1,008,344 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,008,344 1,008,344 

資本剰余金 

前期末残高 673,277 673,277 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 673,277 673,277 

利益剰余金 

前期末残高 6,379,588 7,537,039 

当期変動額 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,351,010 △7,358,056 

当期変動額合計 1,157,450 △7,551,559 

当期末残高 7,537,039 △14,519 

自己株式 

前期末残高 △5,078 △7,488 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,410 － 

当期変動額合計 △2,410 － 

当期末残高 △7,488 △7,488 

株主資本合計 

前期末残高 8,056,131 9,211,171 

当期変動額 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,351,010 △7,358,056 

自己株式の取得 △2,410 － 

当期変動額合計 1,155,039 △7,551,559 

当期末残高 9,211,171 1,659,612 
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（単位：千円） 

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 60,621 4,273 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△56,348 △43,066 

当期変動額合計 △56,348 △43,066 

当期末残高 4,273 △38,792 

土地再評価差額金 

前期末残高 △10,757 △10,757 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △10,757 △10,757 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 49,864 △6,483 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△56,348 △43,066 

当期変動額合計 △56,348 △43,066 

当期末残高 △6,483 △49,549 

純資産合計 

前期末残高 8,105,996 9,204,688 

当期変動額 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,351,010 △7,358,056 

自己株式の取得 △2,410 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,348 △43,066 

当期変動額合計 1,098,691 △7,594,625 

当期末残高 9,204,688 1,610,062 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

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（△） 

2,358,182 △7,127,055 

減価償却費 229,870 225,317 

減損損失 2,130 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,173 △14,611 

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,937 △73,520 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,800 △25,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,398 △1,486 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △243,010 － 

受取利息及び受取配当金 △28,448 △17,656 

支払利息 1,480,051 1,400,726 

有形固定資産売却損益（△は益） △298 △103 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,001 － 

ゴルフ会員権評価損 1,000 15,848 

売上債権の増減額（△は増加） 3,653,097 73,776 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,025,742 12,184,394 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,188,057 2,168,710 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 208,569 △427,765 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △5,809 5,410 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 64,996 △2,740,612 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △168,102 11,308 

その他 △89,011 △34,681 

小計 △2,759,218 5,622,599 

利息及び配当金の受取額 28,568 17,373 

利息の支払額 △1,519,960 △1,477,238 

法人税等の支払額 △1,183,936 △790,787 

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,434,547 3,371,947 

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 － △50,000 

定期預金の払戻による収入 － 50,000 

有形固定資産の取得による支出 △73,710 △54,188 

有形固定資産の売却による収入 764 219 

有形固定資産の除却による支出 △9,089 △4,187 

無形固定資産の取得による支出 △1,321 △3,909 

投資有価証券の取得による支出 △23,599 △78,779 

投資有価証券の清算による収入 1,118 － 

ゴルフ会員権の取得による支出 △20,333 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,171 △140,845 

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） 3,230,000 7,950,000 

長期借入れによる収入 28,425,000 6,275,000 

長期借入金の返済による支出 △24,859,000 △26,285,400 

自己株式の取得による支出 △2,410 － 

配当金の支払額 △192,994 △193,328 

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,600,594 △12,253,728 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,039,875 △9,022,625 

現金及び現金同等物の期首残高 11,354,782 12,394,657 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,394,657 ※ 3,372,032 
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該当事項はありません。 
  

  

 (5)【継続企業の前提に関する注記】

 (6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数       １社 

連結子会社の名称 

 セントラルライフ㈱

同左

２ 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

と一致しております。

同左

３ 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

その他有価証券

イ．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）

①有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの

 移動平均法による原価法

ロ．時価のないもの

同左

②デリバティブ

 時価法

  ヘッジ会計の要件を満たすものに

ついては、ヘッジ会計を適用してお

ります。

②デリバティブ

同左

③たな卸資産 

イ．販売用不動産、不動産事業支出金 

 個別法による原価法

③たな卸資産

イ．販売用不動産、不動産事業支出金

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）

 (会計方針の変更)

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、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、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、当連結会計年度の営

業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失は、それぞれ4,056,307

千円増加しております。

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。
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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)

ロ．貯蔵品 
 先入先出法による原価法

ロ．貯蔵品
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）
(会計方針の変更)

貯蔵品については、従来、先入先
出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、
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。
 (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

 ただし、建物・構築物については定

額法によっております。

 なお、主要な耐用年数は、以下のと

おりであります。

 建物及び構築物 ３～50年

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日政令第83号))に伴い、当連

結会計年度から、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につい

ては、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。

当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

①有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法

 ただし、建物・構築物については定

額法によっております。

 なお、主要な耐用年数は、以下のと

おりであります。

 建物及び構築物 ３～50年

また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年で均等償却する方法によっており

ます。

(追加情報)

  法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法によっ

ております。

  当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

  

  

②無形固定資産

 定額法

 ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)

同左

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

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

なお、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。
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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) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般の債権については過去の

貸倒実績率を基礎にした貸倒損失の

将来発生見込率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、年度末在籍従業員

の支給対象期間基準を基礎に、将来

の支給見込額を加味して計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

③役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額を計上しております。な

お、当連結会計年度末残高はありま

せん。

④退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

適格退職年金制度については簡便法

により、当連結会計年度末における

退職給付債務（責任準備金の額を退

職給付債務としております）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、また、

退職一時金制度については簡便法に

より、期末自己都合要支給額相当額

を計上しております。

  親会社の退職給付制度は、退職一

時金制度及び適格退職年金制度（退

職金制度の70％）を採用しており、

子会社は、退職一時金制度のみ採用

しております。

④退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

確定給付企業年金制度については簡

便法により、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務（責任準備金の額

を退職給付債務としております）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。

  親会社の退職給付制度は、確定給

付企業年金制度を採用しており、子

会社は、退職一時金制度のみ採用し

ております。

 （追加情報）

  親会社の退職給付制度は、退職一

時金制度及び適格退職年金制度（退

職金制度の70％）を採用しておりま

したが、退職給付制度の改定を実施

し、平成21年２月１日より確定給付

企業年金制度へ移行しております。

  この移行に伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年１月31

日 企業会計基準適用指針第１号）

及び「退職給付制度間の移行等の会

計処理に関する実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成14年３

月29日 平成19年２月７日改正 実

務対応報告第２号）を適用しており

ます。

  これによる損益に与える影響は軽

微であります。

セントラル総合開発㈱(3238)　平成21年３月期決算短信

- 22 -



  

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役員退職慰労引当金

────────

⑤    ───────

 （追加情報）

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しておりましたが、平成19年６

月28日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止する

とともに、取締役及び監査役に慰労

金の打切り支給を行うことが決議さ

れました。

  これに伴い、当該定時株主総会日

までの在任期間に係る要支給額を打

切り支給し、「役員退職慰労引当

金」を全額取崩しております。

 (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。

─────────

 (会計方針の変更)

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から適用され

たことに伴い、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によっ

ております。なお、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。
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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

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップについて特

例処理の条件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。

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…借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  主に当社の内規である「金融派生

商品取引に関する実施細則」に基づ

き、資金の調達及び運用において予

想される相場変動によるリスク及び

キャッシュ・フローの変動リスクを

ヘッジしております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略

しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

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

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左

４ 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

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 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
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 (7)【表示方法の変更】

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)

──────── （連結貸借対照表）  

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「販売用不動

産」「不動産事業支出金」「貯蔵品」に区分掲記して

おります。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「販売用不動産」「不動産事業支出金」「貯蔵品」

は、それぞれ8,173,495千円、46,800,112千円、7,183

千円であります。

 (8)【追加情報】

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)

────────

 

（有形固定資産から販売用不動産への振替）  

所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売

用不動産に振替いたしました。その内容は以下とおり

であります。

建物及び構築物 725,233千円

土地 2,103,830千円

その他 621千円

計 2,829,685千円

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。
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(9)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額に係る税金相当額を「土地再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第２号に定める

基準地の標準価額に基づいて、合理的な調整を行

って算出したほか、第５号に定める鑑定評価等に

基づいて算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

※１．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第２号に定める

基準地の標準価額に基づいて、合理的な調整を行

って算出したほか、第５号に定める鑑定評価等に

基づいて算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

(1)担保に供している資産

たな卸資産 
(販売用不動産及び不動産事業支
出金）

43,853,722千円

建物及び構築物 2,388,135千円

土地 10,258,565千円

 計 56,500,423千円

上記のほか、保証基金預託金60,000千円（投資

その他の資産・その他）を全国不動産信用保証㈱

に差し入れております。

 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

(1)担保に供している資産

販売用不動産 12,701,030千円

不動産事業支出金 24,565,213千円

建物及び構築物 2,369,892千円

土地 10,309,174千円

計 49,945,311千円

上記のほか、保証基金預託金60,000千円（投資

その他の資産・その他）を全国不動産信用保証㈱

に差し入れております。

また、特別当座貸越契約の担保の一部として、

不動産売買代金債権等担保権を差し入れておりま

す。

 

(2)担保付債務

短期借入金 4,580,000千円

長期借入金 40,300,000千円

 計 44,880,000千円

上記、長期借入金は、一年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

 

(2)担保付債務

短期借入金 22,955,000千円

長期借入金 25,709,600千円

計 48,664,600千円

上記、長期借入金は、一年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

３．保証債務

顧客住宅ローンに関する抵当権
設定登記完了までの金融機関等
に対する連帯保証債務

2,405,160千円

３．保証債務

顧客住宅ローンに関する抵当権
設定登記完了までの金融機関等
に対する連帯保証債務

4,399,979千円

４．     ───────── ※４．特別当座貸越契約

当社企業グループ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行と特別当座貸越契

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金実

行残高は次のとおりであります。

契約による総額 15,469,000千円

借入金実行高 15,469,000千円

差引額 ―千円
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(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．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 4,056,307千円

※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。

広告宣伝費 2,107,972千円

販売手数料 1,653,467千円

給与手当 1,012,251千円

賞与引当金繰入額 136,911千円

役員賞与引当金繰入額 25,400千円

退職給付費用 74,562千円
 

※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。

広告宣伝費 2,351,059千円

販売手数料 1,565,501千円

給与手当 899,165千円

賞与引当金繰入額 66,130千円

退職給付費用 55,329千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 298千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 103千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,701千円

その他 319千円

撤去費用 9,939千円

 計 12,960千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 957千円

その他 139千円

撤去費用 3,337千円

計 4,433千円

 

※５．減損損失の内容は次のとおりであります。

当連結会計年度において、当社企業グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類

広島県広島市西区 遊休地 土地

当社企業グループは、資産を物件別にグルーピン

グしております。

当該物件は時価が帳簿価額に対し著しく下落して

いるため当連結会計年度において、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（2,130千円）として特別損失に計上しました。

なお、上記の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、固定資産評価額を基礎として算定し

ております。

 ５．     ─────────

セントラル総合開発㈱(3238)　平成21年３月期決算短信

- 27 -



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) 自己株式の当連結会計年度増加株式数は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。  

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額は、上場記念配当５円を含んでおります。 

  

(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(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 7,747,000 ― ― 7,747,000

合計 7,747,000 ― ― 7,747,000

自己株式

普通株式 (注) 4,600 2,274 ― 6,874

合計 4,600 2,274 ― 6,874

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

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 193,560 25 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 
（千円）

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26日 
定時株主総会

普通株式 193,503 利益剰余金 25 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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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 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 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(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 7,747,000 ― ― 7,747,000

合計 7,747,000 ― ― 7,747,000

自己株式

普通株式 (注) 6,874 ― ― 6,874

合計 6,874 ― ― 6,874

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 193,503 25 平成20年３月31日 平成20年６月27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

(千円)

現金及び預金 12,394,657

現金及び現金同等物 12,394,657

※ 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

(千円)

現金及び預金 3,372,032

現金及び現金同等物 3,372,032
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(注) １ 事業区分は、事業内容を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 不動産販売事業……………中高層住宅及び宅地等の分譲 

(2) 不動産賃貸・管理事業……中高層住宅及びオフィスビル等の賃貸・管理 

(3) 商事事業……………………建設資材の販売 

(4) その他の事業………………保険代理店業務他 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る費用1,096,237千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金

(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等1,506,818千円であります。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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)

不動産販売 
事業 
(千円)

不動産賃貸
・管理事業
(千円)

商事事業
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

49,686,986 5,030,083 2,092,783 202,082 57,011,935 ― 57,011,935

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 49,686,986 5,030,083 2,092,783 202,082 57,011,935 ― 57,011,935

営業費用 46,262,862 3,655,493 2,087,274 82,089 52,087,719 1,096,237 53,183,956

営業利益 3,424,124 1,374,589 5,508 119,993 4,924,216 (1,096,237) 3,827,978

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 69,212,551 15,976,008 486,532 115,093 85,790,186 1,506,818 87,297,004

減価償却費 10,172 189,752 ― 296 200,221 29,649 229,870

減損損失 ― 2,130 ― ― 2,130 ― 2,130

資本的支出 7,671 59,327 ― 490 67,489 16,228 83,717
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(注) １ 事業区分は、事業内容を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 不動産販売事業……………中高層住宅及び宅地等の分譲 

(2) 不動産賃貸・管理事業……中高層住宅及びオフィスビル等の賃貸・管理 

(3) その他の事業………………保険代理店業務他 

前連結会計年度の「商事事業」は平成20年３月期をもって終了（廃止）しております。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門に係る費用1,011,202千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金

(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等1,629,585千円であります。 

５ 会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度

から、「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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、不動産販売事業が

4,056,307千円増加し、営業損失が同額増加しております。 

６ 「追加情報」に記載のとおり、所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしま

した。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産販売事業について、資産が2,829,685千

円多く計上され、不動産賃貸・管理事業について、資産が2,829,685千円少なく計上されております。 

  

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)

不動産販売 
事業 
(千円)

不動産賃貸
・管理事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

46,336,564 4,821,514 111,089 51,269,168 ― 51,269,168

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 46,336,564 4,821,514 111,089 51,269,168 ― 51,269,168

営業費用 52,550,962 3,371,989 52,789 55,975,741 1,011,202 56,986,943

営業利益又は 
営業損失(△)

△6,214,398 1,449,525 58,300 △4,706,572 (1,011,202) △5,717,774

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 51,308,031 13,121,529 94,165 64,523,727 1,629,585 66,153,313

減価償却費 9,215 189,809 372 199,397 25,919 225,317

資本的支出 2,484 44,733 ― 47,217 7,600 54,817
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

海外売上高がないため該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

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)

【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)

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)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(追加情報) 

当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 企業会計基準第11号）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

計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

この結果、従来の開示対象範囲に対して、重要な追加はありません。 

(リース取引関係)

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)

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 

（借主側）

リース取引に関する会計基準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 

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具

3,047 42 3,005

有形固定資産
その他（器具
及び備品）

12,667 10,818 1,848

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

7,629 6,446 1,182

合計 23,343 17,308 6,035

 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具

3,047 551 2,495

合計 3,047 551 2,495

２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,658千円

１年超 2,591千円

合計 6,250千円

２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 445千円

１年超 2,146千円

合計 2,591千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,670千円

減価償却費相当額 4,249千円

支払利息相当額 201千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,047千円

減価償却費相当額 3,539千円

支払利息相当額 388千円

４．減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

【関連当事者情報】

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)
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(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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 （千円）

 減損損失 26,082

 たな卸資産評価損 101,709

 賞与引当金 63,473

 貸倒引当金 5,442

 退職給付引当金 40,600

 ゴルフ会員権評価損 70,154

 未払事業税 61,322

 その他 60,968

繰延税金資産小計 429,754

評価性引当額 △210,214

繰延税金資産合計 219,539

繰延税金負債

 建物圧縮記帳積立金 △128,743

 その他有価証券評価差額金 △2,931

繰延税金負債合計 △131,674

繰延税金資産の純額 87,864

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

（千円）

流動資産－繰延税金資産 178,220

固定負債－繰延税金負債 90,356

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 （千円）

税務上の繰越欠損金 1,390,379

減損損失 26,082

たな卸資産評価損 1,711,993

賞与引当金 33,557

貸倒引当金 1,566

退職給付引当金 39,995

ゴルフ会員権評価損 71,207

未払事業税 1,077

その他 49,812

繰延税金資産小計 3,325,673

評価性引当額 △3,318,463

繰延税金資産合計 7,209

繰延税金負債

建物圧縮記帳積立金 △125,081

その他 △20

繰延税金負債合計 △125,101

繰延税金負債の純額 △117,892

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。

（千円）

流動資産－繰延税金資産 7,209

固定負債－繰延税金負債 125,101

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割等 0.3

評価性引当額の増減 △0.0

その他 0.4

税効果適用後の法人税等の負担率 42.7

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税率差異については、税金等調整前当期純損失のた

め記載を省略しております。
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  その他有価証券 
  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について3,001千円減損処理を行っております。な

お、当該有価証券の減損処理にあたっては、実質価額が帳簿価額に比し50％以上下落した場合は、原則減損と

しますが、個別に回収可能性を判断し 終的に減損処理の要否を決定しております。 

  

  

  

 
  

  その他有価証券 
  

 
  

  

(有価証券関係)

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)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 株式 80,779 114,918 34,138

小計 80,779 114,918 34,138

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式 132,369 105,435 △26,933

小計 132,369 105,435 △26,933

合計 213,149 220,354 7,205

２ 時価評価されていない有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 109,590

合計 109,590

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 その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 株式 121,477 146,612 25,134

小計 121,477 146,612 25,134

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式 170,450 106,522 △63,927

小計 170,450 106,522 △63,927

合計 291,928 253,135 △38,792

２ 時価評価されていない有価証券

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 109,590

合計 109,590
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成20年３月31日現在）及び当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計が適用されているため、該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

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) 取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たすものについて

は、ヘッジ会計を適用しております。

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利

スワップについて特例処理の条件を満たしている

場合には特例処理を採用しております。

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・・・借入金利息

③ ヘッジ方針

主に当社の内規である「金融派生商品取引に関

する実施細則」に基づき、資金の調達及び運用に

ついて予想される相場変動によるリスク及びキャ

ッシュ・フローの変動リスクをヘッジしておりま

す。

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略しております。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。

なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識

しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており

ます。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

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．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度（退職金制度の70％）及び退職一時金制度を採用し

ております。

なお、連結子会社は、退職一時金制度のみを採用し

ております。また、従業員の退職等に際して、割増退

職金を支払う場合があります。

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度（退職金制度の70％）及び退職一時金制度を採用し

ておりましたが、退職給付制度の改定を実施し、平成

21年２月１日より確定給付企業年金制度へ移行してお

ります。

なお、連結子会社は、退職一時金制度のみを採用し

ております。また、従業員の退職等に際して、割増退

職金を支払う場合があります。

 

２．退職給付債務等の内容

（適格退職年金、退職一時金）

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してお

ります。

①退職給付債務に関する事項

イ．退職給付債務 300,558千円

ロ．年金資産 200,778千円

ハ．退職給付引当金（イ－ロ） 99,779千円

②退職給付費用に関する事項

イ．退職給付費用 76,358千円

 

２．退職給付債務等の内容

（確定給付企業年金）

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用してお

ります。

①退職給付債務に関する事項

イ．退職給付債務 262,020千円

ロ．年金資産 163,726千円

ハ．退職給付引当金（イ－ロ） 98,293千円

②退職給付費用に関する事項

イ．退職給付費用 56,523千円

(ストック・オプション等関係)

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)

(企業結合等関係)

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)
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎 

 
  

  

  

 
  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 1,189円21銭 208円01銭

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

174円52銭 △950円63銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

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)

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

1,351,010 △7,358,056

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

1,351,010 △7,358,056

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,741 7,740

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

（単位：千円） 

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 12,309,813 3,259,344 

受取手形 15,670 － 

売掛金 677,987 163,227 

不動産事業未収入金 1,455,631 1,914,875 

販売用不動産 ※2 8,173,495 ※2 20,392,113 

不動産事業支出金 ※2 46,800,112 ※2 25,229,937 

貯蔵品 7,168 4,010 

前払費用 463,912 406,934 

繰延税金資産 171,002 － 

その他 380,967 893,127 

貸倒引当金 △14,114 △4,619 

流動資産合計 70,441,646 52,258,950 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※2 7,510,285 ※2 6,166,024 

減価償却累計額 △4,068,442 △3,598,077 

建物（純額） 3,441,842 2,567,946 

構築物 ※2 25,204 ※2 13,353 

減価償却累計額 △15,689 △8,339 

構築物（純額） 9,514 5,014 

車両運搬具 61,502 60,268 

減価償却累計額 △35,771 △44,304 

車両運搬具（純額） 25,730 15,964 

工具、器具及び備品 72,459 70,168 

減価償却累計額 △60,742 △53,421 

工具、器具及び備品（純額） 11,717 16,747 

土地 ※1, ※2 12,532,180 ※1, ※2 10,428,350 

建設仮勘定 896 － 

有形固定資産合計 16,021,881 13,034,022 

無形固定資産 

ソフトウエア 20,826 7,716 

電話加入権 6,631 6,631 

無形固定資産合計 27,457 14,347 

投資その他の資産 

投資有価証券 329,944 362,725 

関係会社株式 10,000 10,000 

長期前払費用 5,382 4,266 

その他 ※2 432,898 ※2 411,639 

貸倒引当金 △76,325 △71,225 

投資その他の資産合計 701,900 717,405 

固定資産合計 16,751,239 13,765,776 

資産合計 87,192,886 66,024,726 
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（単位：千円） 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 6,751,188 9,165,268 

買掛金 516,123 238,590 

不動産事業未払金 898,245 929,982 

短期借入金 ※2 15,005,000 ※2, ※4 22,955,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 28,276,400 ※2 14,097,400 

未払金 33,976 34,141 

未払費用 194,110 121,037 

未払法人税等 793,231 9,489 

前受金 161,757 155,171 

不動産事業受入金 883,620 687,819 

預り金 2,794,378 258,715 

賞与引当金 141,460 67,982 

役員賞与引当金 25,400 － 

その他 10,028 1,371 

流動負債合計 56,484,921 48,721,971 

固定負債 

長期借入金 ※2 18,343,600 ※2 12,512,200 

繰延税金負債 90,329 125,081 

再評価に係る繰延税金負債 ※1 1,753,417 ※1 1,753,417 

退職給付引当金 99,779 98,293 

長期預り敷金保証金 1,292,963 1,302,580 

固定負債合計 21,580,091 15,791,572 

負債合計 78,065,013 64,513,543 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,008,344 1,008,344 

資本剰余金 

資本準備金 673,277 673,277 

資本剰余金合計 673,277 673,277 

利益剰余金 

利益準備金 83,500 83,500 

その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 187,656 182,318 

別途積立金 5,400,000 5,800,000 

繰越利益剰余金 1,789,067 △6,179,217 

利益剰余金合計 7,460,224 △113,398 

自己株式 △7,488 △7,488 

株主資本合計 9,134,356 1,560,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,273 △38,792 

土地再評価差額金 ※1 △10,757 ※1 △10,757 

評価・換算差額等合計 △6,483 △49,549 

純資産合計 9,127,872 1,511,183 

負債純資産合計 87,192,886 66,024,726 
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円） 

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 

不動産販売事業売上高 49,686,986 46,336,564 

不動産賃貸管理事業売上高 4,875,947 4,660,236 

商事事業売上高 2,092,783 － 

その他の事業売上高 202,082 111,089 

売上高合計 56,857,799 51,107,890 

売上原価 

不動産販売事業売上原価 40,812,345 ※1 46,988,766 

不動産賃貸管理事業売上原価 3,260,669 3,002,765 

商事事業売上原価 2,078,164 － 

売上原価合計 46,151,179 49,991,532 

売上総利益 10,706,620 1,116,358 

販売費及び一般管理費 ※2 6,916,993 ※2 6,871,341 

営業利益又は営業損失（△） 3,789,627 △5,754,983 

営業外収益 

受取利息 21,978 12,095 

受取配当金 6,342 5,420 

原状回復費負担収入 5,000 － 

その他 4,138 17,736 

営業外収益合計 37,459 35,252 

営業外費用 

支払利息 1,480,051 1,400,726 

その他 17,323 44,146 

営業外費用合計 1,497,374 1,444,873 

経常利益又は経常損失（△） 2,329,711 △7,164,604 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 15,594 9,495 

固定資産売却益 ※3 298 ※3 103 

償却債権取立益 － 11,242 

特別利益合計 15,892 20,842 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 12,960 ※4 4,107 

減損損失 ※5 2,130 － 

投資有価証券評価損 3,001 － 

ゴルフ会員権評価損 1,000 15,848 

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 6,377 － 

その他 72 － 

特別損失合計 25,541 19,956 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 2,320,062 △7,163,718 

法人税、住民税及び事業税 825,837 7,716 

法人税等調整額 165,842 208,685 

法人税等合計 991,679 216,401 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,328,382 △7,380,119 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

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 1,008,344 1,008,344 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,008,344 1,008,344 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 673,277 673,277 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 673,277 673,277 

資本剰余金合計 

前期末残高 673,277 673,277 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 673,277 673,277 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 83,500 83,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 83,500 83,500 

その他利益剰余金 

建物圧縮積立金 

前期末残高 192,994 187,656 

当期変動額 

建物圧縮積立金の取崩 △5,337 △5,337 

当期変動額合計 △5,337 △5,337 

当期末残高 187,656 182,318 

別途積立金 

前期末残高 4,000,000 5,400,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,400,000 400,000 

当期変動額合計 1,400,000 400,000 

当期末残高 5,400,000 5,800,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,048,906 1,789,067 

当期変動額 

建物圧縮積立金の取崩 5,337 5,337 

別途積立金の積立 △1,400,000 △400,000 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,328,382 △7,380,119 

当期変動額合計 △259,839 △7,968,285 

当期末残高 1,789,067 △6,179,217 
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（単位：千円） 

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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 6,325,401 7,460,224 

当期変動額 

建物圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,328,382 △7,380,119 

当期変動額合計 1,134,822 △7,573,623 

当期末残高 7,460,224 △113,398 

自己株式 

前期末残高 △5,078 △7,488 

当期変動額 

自己株式の取得 △2,410 － 

当期変動額合計 △2,410 － 

当期末残高 △7,488 △7,488 

株主資本合計 

前期末残高 8,001,944 9,134,356 

当期変動額 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,328,382 △7,380,119 

自己株式の取得 △2,410 － 

当期変動額合計 1,132,412 △7,573,623 

当期末残高 9,134,356 1,560,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 60,621 4,273 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,348 △43,066 

当期変動額合計 △56,348 △43,066 

当期末残高 4,273 △38,792 

土地再評価差額金 

前期末残高 △10,757 △10,757 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △10,757 △10,757 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 49,864 △6,483 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,348 △43,066 

当期変動額合計 △56,348 △43,066 

当期末残高 △6,483 △49,549 
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（単位：千円） 

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 8,051,808 9,127,872 

当期変動額 

剰余金の配当 △193,560 △193,503 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,328,382 △7,380,119 

自己株式の取得 △2,410 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,348 △43,066 

当期変動額合計 1,076,064 △7,616,689 

当期末残高 9,127,872 1,511,183 
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

(5)【重要な会計方針】

項目
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)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

 ①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）

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

 ①時価のあるもの

同左

 ②時価のないもの

 移動平均法による原価法

 ②時価のないもの

同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

 時価法によっております。

  ヘッジ会計の要件を満たすものに

ついては、ヘッジ会計を適用してお

ります。

デリバティブ

同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 販売用不動産・不動産事業支出金 

  個別法による原価法

(1) 販売用不動産・不動産事業支出金

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）

 (会計方針の変更)

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、当事業

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、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、当事業年度の営業

損失、経常損失及び税引前当期純

損失は、それぞれ4,056,307千円

増加しております。

(2) 貯蔵品 

  先入先出法による原価法

(2) 貯蔵品

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）

 (会計方針の変更)

貯蔵品については、従来、先入

先出法による原価法によっており

ましたが、当事業年度より「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、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。
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項目
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)

４ 固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、建物・構築物については

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ３～50年

 (会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日政令第83号))に伴い、当事

業年度から、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

は、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。

当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

 (追加情報)

法人税法の改正に伴い、当事業年

度から、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法

  ただし、建物・構築物については

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物 ３～50年

  また、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

  定額法

  ソフトウェア（自社利用分）につ

いては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(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

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

 なお、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採用しており

ます。
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項目
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)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般の債権については過去の

貸倒実績率を基礎にした貸倒損失の

将来発生見込率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、年度末在籍従業員

の支給対象期間基準を基礎に、将来

の支給見込額を加味して計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額を計上しております。な

お、当事業年度末残高はありませ

ん。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

適格退職年金制度については簡便法

により、当期末における退職給付債

務（責任準備金の額を退職給付債務

としております）及び年金資産の見

込額に基づき、当期末において発生

していると認められる額を計上して

おり、また、退職一時金制度につい

ては簡便法により、期末自己都合要

支給額相当額を計上しております。

当社の退職給付制度は、退職一時

金制度及び適格退職年金制度（退職

金制度の70％）を採用しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

確定給付企業年金制度については簡

便法により、当期末における退職給

付債務（責任準備金の額を退職給付

債務としております）及び年金資産

の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を計上

しております。

 (追加情報)

当社の退職給付制度は、退職一時

金制度及び適格退職年金制度（退職

金制度の70％）を採用しておりまし

たが、退職給付制度の改定を実施

し、平成21年２月１日より確定給付

企業年金制度へ移行しております。

この移行に伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年１月31

日 企業会計基準適用指針第１号）

及び「退職給付制度間の移行等の会

計処理に関する実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成14年３

月29日 平成19年２月７日改正 実

務対応報告第２号）を適用しており

ます。

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。
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項目
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)

(5) 役員退職慰労引当金

───────

(5)    ───────

 （追加情報）

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しておりましたが、平成19年６

月28日開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止する

とともに、取締役及び監査役に慰労

金の打切り支給を行うことが決議さ

れました。

これに伴い、当該定時株主総会日

までの在任期間に係る要支給額を打

切り支給し、「役員退職慰労引当

金」を全額取崩しております。

６ 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。

─────────

 (会計方針の変更)

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

後開始する事業年度から適用されたこ

とに伴い、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によっており

ます。なお、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。
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項目
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)

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、金利スワップについて特

例処理の条件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。

(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…借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  主に当社の内規である「金融派生

商品取引に関する実施細則」に基づ

き、資金の調達及び運用において予

想される相場変動によるリスク及び

キャッシュ・フローの変動リスクを

ヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略

しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左

(6)【追加情報】

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)

────────

 

（有形固定資産から販売用不動産への振替）  

所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売

用不動産に振替いたしました。その内容は以下とおり

であります。

建物 720,187千円

構築物 5,045千円

器具及び備品 621千円

土地 2,103,830千円

計 2,829,685千円
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

※１．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額に係る税金相当額を「土地再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。

再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第２号に定める

基準地の標準価額に基づいて、合理的な調整を行

って算出したほか、第５号に定める鑑定評価等に

基づいて算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

※１．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に

係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第２号に定める

基準地の標準価額に基づいて、合理的な調整を行

って算出したほか、第５号に定める鑑定評価等に

基づいて算出しております。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

 

 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

(1)担保に供している資産

販売用不動産 3,030,704千円

不動産事業支出金 40,823,018千円

建物 2,382,543千円

構築物 5,591千円

土地 10,258,565千円

 計 56,500,423千円

上記のほか、保証基金預託金60,000千円（投資

その他の資産・その他）を全国不動産信用保証㈱

に差し入れております。

(2)担保付債務

短期借入金 4,580,000千円

長期借入金 40,300,000千円

 計 44,880,000千円

上記、長期借入金は、一年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

 

 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。

(1)担保に供している資産

販売用不動産 12,701,030千円

不動産事業支出金 24,565,213千円

建物 2,367,757千円

構築物 2,134千円

土地 10,309,174千円

計 49,945,311千円

上記のほか、保証基金預託金60,000千円（投資

その他の資産・その他）を全国不動産信用保証㈱

に差し入れております。

また、特別当座貸越契約の担保の一部として、

不動産売買代金債権等担保権を差し入れておりま

す。

(2)担保付債務

短期借入金 22,955,000千円

長期借入金 25,709,600千円

計 48,664,600千円

上記、長期借入金は、一年以内返済予定の長期

借入金を含んでおります。

３．保証債務

顧客住宅ローンに関する抵当権
設定登記完了までの金融機関等
に対する連帯保証債務

2,405,160千円

３．保証債務

顧客住宅ローンに関する抵当権
設定登記完了までの金融機関等
に対する連帯保証債務

4,399,979千円

 ４．     ───────── ※４．特別当座貸越契約

当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行と特別当座貸越契約を締結して

おります。

この契約に基づく当事業年度末の借入実行残高

は次のとおりであります。

契約による総額 15,469,000千円

借入実行残高 15,469,000千円

差引額 ―千円
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(損益計算書関係)

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)

 １．     ───────── ※１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

不動産販売事業売上原価 4,056,307千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は54％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は46％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 2,107,916千円

販売手数料 1,653,467千円

給与手当 982,393千円

賃借料 372,048千円

租税公課 358,522千円

賞与引当金繰入額 135,716千円

役員賞与引当金繰入額 25,400千円

退職給付費用 74,562千円

減価償却費 24,688千円
 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は57％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は43％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 2,351,002千円

販売手数料 1,565,501千円

給与手当 873,827千円

賃借料 351,679千円

租税公課 293,955千円

賞与引当金繰入額 64,935千円

退職給付費用 55,329千円

減価償却費 20,288千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両及び運搬具 298千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

車両及び運搬具 103千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 2,701千円

器具及び備品 319千円

撤去費用 9,939千円

 計 12,960千円

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 631千円

器具及び備品 139千円

撤去費用 3,337千円

計 4,107千円

 

※５．減損損失の内容は次のとおりであります。

当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

広島県広島市西区 遊休地 土地

当社は、資産を物件別にグルーピングしておりま

す。

当該物件は時価が帳簿価額に対し著しく下落して

いるため当事業年度において、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,130千

円）として特別損失に計上しました。

なお、上記の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、固定資産評価額を基礎として算定し

ております。

 ５．     ─────────
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）当期増加株式数は、単元未満株式の買取り請求によるものであります。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 4,600 2,274 ― 6,874

合計 4,600 2,274 ― 6,874

前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 6,874 ― ― 6,874

合計 6,874 ― ― 6,874
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度(平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(リース取引関係)

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)

 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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 リース取引に関する会計基準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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両及び運搬
具

3,047 42 3,005

器具及び備品 12,667 10,818 1,848

ソフトウェア 7,629 6,446 1,182

合計 23,343 17,308 6,035

 

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却累 
計額相当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

車両及び運搬
具

3,047 551 2,495

合計 3,047 551 2,495

２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,658千円

１年超 2,591千円

合計 6,250千円

２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 445千円

１年超 2,146千円

合計 2,591千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,670千円

減価償却費相当額 4,249千円

支払利息相当額 201千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 4,047千円

減価償却費相当額 3,539千円

支払利息相当額 388千円

４．減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

(有価証券関係)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

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)

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産 （千円）

減損損失 26,082

たな卸資産評価損 101,709

賞与引当金 57,560

貸倒引当金 5,558

退職給付引当金 40,600

ゴルフ会員権評価損 70,154

未払事業税 60,626

その他 60,269

繰延税金資産小計 422,562

評価性引当額 △210,214

繰延税金資産合計 212,347

繰延税金負債

建物圧縮記帳積立金 △128,743

その他有価証券評価差額金 △2,931

繰延税金負債合計 △131,674

繰延税金資産の純額 80,672
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 （千円）

税務上の繰越欠損金 1,390,379

減損損失 26,082

たな卸資産評価損 1,711,993

賞与引当金 27,662

貸倒引当金 1,686

退職給付引当金 39,995

ゴルフ会員権評価損 71,207

未払事業税 360

その他 49,095

繰延税金資産小計 3,318,463

評価性引当額 △3,318,463

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

建物圧縮記帳積立金 △125,081

繰延税金負債合計 △125,081

繰延税金負債の純額 △125,081

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3

住民税均等割等 0.3

評価性引当額の増減 △0.0

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税率差異については、税引前当期純損失のため記載

しておりません。

(企業結合等関係)

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)
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)の算定上の基礎 

 
  

  

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 1,179円29銭 195円24銭

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

171円60銭 △953円48銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

項目
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)

損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

1,328,382 △7,380,119

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円)

1,328,382 △7,380,119

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,741 7,740

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左
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該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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