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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 41,234 △14.9 △7,533 ― △8,643 ― △14,090 ―

20年3月期 48,428 △18.7 2,535 △25.7 6,558 26.4 3,406 33.6

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 △1,407.55 ― △128.8 △9.7 △18.3

20年3月期 331.16 ― 19.9 9.4 5.2

（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 96,137 3,581 3.7 357.76
20年3月期 81,348 18,295 22.5 1,827.69

（参考） 自己資本   21年3月期  3,581百万円 20年3月期  18,295百万円

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 △22,479 △588 22,707 10,373
20年3月期 △23,606 3,240 25,247 10,734

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 ― ― ― 35.00 35.00 350 10.6 2.1
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00 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

15,100 7.5 △740 ― △1,720 ― △1,930 ― △192.80

通期 46,500 12.8 900 ― △1,200 ― △1,430 ― △142.85



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、19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 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」及び「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）の算定となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 10,311,000株 20年3月期 10,311,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  300,647株 20年3月期  300,647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 41,334 △14.8 △7,416 ― △8,260 ― △13,561 ―

20年3月期 48,528 △18.5 2,658 △22.1 6,863 32.3 3,595 41.0

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △1,354.71 ―

20年3月期 349.55 ―

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 82,413 4,300 5.2 429.64
20年3月期 71,338 18,486 25.9 1,846.73

（参考） 自己資本 21年3月期  4,300百万円 20年3月期  18,486百万円

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）  
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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

15,100 7.5 △720 ― △1,560 ― △1,770 ― △176.82

通期 41,300 △0.1 360 ― △1,330 ― △1,560 ― △155.84



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安と米国経済

の後退、中国等の新興国の景気減速等の影響により急速な景気後退に陥り、景気回復の目途が立たない中で推移し

ました。 

 不動産業界においては、景気後退による需要の低迷に加え世界的な信用収縮の影響を受け、資金繰りの悪化から

破綻に追い込まれる会社が増加する等、事業環境は一層厳しさを増しました。 

 このような環境の下で、当社グループは平成20年9月、大型商業施設「ピエリ守山」を開発・オープンしまし

た。また、マンションの完成在庫、竣工予定物件の販売に精力的に取り組みましたが、想定を超える不動産市況の

悪化により販売価格の下落に歯止めをかけることができませんでした。 

 当社グループでは、このような状況下で事業計画の見直しを行い、たな卸資産評価損6,027百万円を売上原価に

計上したほか、売上原価・販売費及び一般管理費において退職給付に係る数理計算上の差異571百万円を一括償却

しました。また、原油スワップ評価損222百万円を営業外費用として計上し、固定資産及びリース資産の減損、投

資有価証券の評価損、事業撤退損等3,151百万円を特別損失として計上しました。 

  また、当社グループは、税効果会計に係る会計基準に従って繰延税金資産を計上しておりますが、今後の業績を

勘案し、その回収可能性につき慎重に検討いたしました。この結果、保守的な観点から繰延税金資産を取崩すこと

とし、2,260百万円を法人税等調整額に計上いたしました。 

 以上により、当連結会計年度の売上高は、41,234百万円（前連結会計年度比14.9％減）、営業損失は7,533百万

円（前連結会計年度は2,535百万円の黒字）、経常損失は8,643百万円（同6,558百万円の黒字）、当期純損失は

14,090百万円（同3,406百万円の黒字）となりました。 

事業の種類別セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

（建築事業） 

 建築事業におきましては、企画・提案型の営業を展開しましたが、個人消費低迷によるテナント出店意欲の減

退、建築資材価格の高騰等厳しい環境が続きました。 

  以上の結果、当事業の当連結会計年度の売上高は14,729百万円（同18.2％増）、営業利益は611百万円（同

12.4％増）となりました。また、当事業の当連結会計年度末受注残高は4,913百万円（同50.7％減）となりまし

た。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、市況の急激な悪化、個人の雇用や収入への不安が増す中でのマンション需要の減

退、他社との厳しい競争等により、利益率が大幅に低下しました。 

 以上の結果、当事業の当連結会計年度の売上高は20,322百万円（同30.1％減）、営業損失は7,012百万円（前連

結会計年度は2,880百万円の黒字）となりました。また、マンション分譲の当連結会計年度末契約残高は15,362百

万円（同8.0％減）となりました。    

（温浴事業） 

 温浴事業におきましては、スーパー銭湯は手軽な憩いと癒しの空間として定着してまいりましたが、他店舗との

競争の激化や燃料費等のコストアップ等により、厳しい運営を余儀なくされました。 

  以上の結果、当事業の当連結会計年度の売上高は6,027百万円（同11.5％減）、営業利益は261百万円（同51.8％

減）となりました。 

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度のキャッシュ・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（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減少22,479百

万円、投資活動による資金の減少588百万円、財務活動による資金の増加22,707百万円となり、あわせて360百万円

減少しました。この結果、当連結会計年度末の資金は10,373百万円（前連結会計年度10,734百万円）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） 

 当連結会計年度において、営業活動による資金は22,479百万円の減少（同23,606百万円の減少）となりました。

これは主に、たな卸資産の増加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） 

 当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は588百万円（同3,240百万円の増加）となりました。これ

は主に、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） 

 当連結会計年度において、財務活動による資金の増加は22,707百万円（同25,247百万円の増加）となりました。

これは主に借入金の増加等によるものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）１．債務償還年数          ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

２．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 

３．第62期～第64期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数およびインタレスト・カバ

レッジ・レシオの記載はしておりません。 

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  
第62期

平成19年3月期 
第63期

平成20年3月期 
第64期

平成21年3月期 

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △4,019,986  △23,606,815  △22,479,739

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △6,774,971  3,240,660  △588,310

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）  9,936,071  25,247,313  22,707,214

現金及び現金同等物の期末残高  （千円）  5,690,914  10,734,251  10,373,416

債務償還年数          （ 年 ）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ 倍 ）  －  －  －



(3）次期の見通し 

 今後のわが国経済は、世界経済の冷え込みに伴う需要の縮小に加え、企業収益や雇用環境の悪化が本格的に個人消

費へ波及することが見込まれることから、当事業年度に引き続き厳しい状況になるものと予想されます。 

 建築事業におきましては、テナント企業の新規出店意欲の低下により、受注活動に厳しさが予想されます。また、

マンション事業におきましては、景気悪化に伴う消費マインドの落ち込みと共に、不動産市況におけるマンション販

売価格の見直しによる収益性の大幅な低下は今後も当面続くものと予想されます。 

 このような事業環境のもと、当社では新たに「中期事業計画」を策定し、販売用不動産の早期売却及び経費節減を

中心とした収益力の強化を進め、業績の早期回復を目指してまいります。 

 次期の見通しにつきましては、売上高46,500百万円、営業利益900百万円と営業利益段階では黒字化が見込めるも

のの、有利子負債に対する支払利息などの影響により、経常損失1,200百万円、当期純損失1,430百万円を予想してお

ります。 

   

（単位：百万円） 

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な使命と認識しており、利益配当につきましては、将来の事業展開と

経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としてお

ります。 

 しかしながら、当事業年度におきましては、前記のとおり、損失を計上する結果となりましたことから無配とさせ

ていただきたく存じます。 

 また、次期の配当予想につきましても、利益計上が困難な状況でありますことから、遺憾ながら無配とさせていた

だきたく存じます。 

  当年度 次年度（予想） 増減 

 売上高  41,234  46,500  5,266

 営業利益  △7,533  900  8,433

 経常利益  △8,643  △1,200  7,444

 当期純損失（△）  △14,090  △1,430  12,660



(5）事業等のリスク 

 当社グループの事業その他に関するリスク要因について、主なものを以下に記載しております。当社グループはこ

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処に努める所存でありますが、予見し

がたいリスクが発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態は、著しい悪影響を受ける可能性があり

ます。当社グループの事業その他に関するリスク要因について、主なものを以下に記載しております。当社グループ

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処に努める所存でありますが、予

見しがたいリスクが発生した場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態は、著しい悪影響を受ける可能性が

あります。 

 なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本決算短信提出日現在において判断したもの

であります。 

① 法的規制について 

 当社グループは、宅地建物取引業法、建設業法、国土利用計画法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、消費者

契約法、公衆浴場法、及び食品衛生法等の法令の他各種条例や行政指導による規制を受けております。これらの法的

規制等の改正が行われた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 また、耐震強度偽装問題に関連して国土交通省が建築基準法を改訂し、これまで想定していなかったコストが発生

する場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

② 許認可、免許及び登録について 

 当社グループは宅地建物取引業免許及び建設業許可の取得並びに一級建築士事務所登録により建築事業及び不動産

事業を行っております。また、公衆浴場法、温泉法及び食品衛生法に基づき温浴事業の営業許可を受けております。

当社グループは、これらの免許、許認可及び登録の諸条件や関係法令の遵守に努めており、現状においては、当該免

許、許認可又は登録が取消しとなる事由は認識しておりません。しかしながら、万一法令違反等により免許、許認可

又は登録が取り消された場合には、当社グループの事業継続が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能

性があります。 

③ 経済情勢、不動産市況の変化について 

 当社グループでは、不動産事業としてマンション分譲、投資用マンションの販売、戸建住宅用の宅地開発等を行っ

ております。これらの事業は、用地取得から造成、建築、完成・引渡しまで2～3年を要します。この間の経済情勢、

金融情勢が悪化し、不動産市況が低迷した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

④ たな卸資産の増加について 

 当社グループでは、事業の拡大に伴い、販売物件の増加に対応すべく用地等の仕入を行っているため、たな卸資産

は増加しております。当連結会計年度末現在では、販売用不動産（たな卸資産）の総資産に占める割合は76.0％を占

めております。 

 たな卸資産の増加は資金の固定化の要因となり、予定通り販売が進まない場合には、当社グループの業績に影響が

及ぶと共に財政状態の悪化を招く可能性があります。 

 また、不動産市況の悪化により販売用不動産としての価値が大きく減少した場合には、たな卸資産の簿価切り下げ

に伴う損失が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 有利子負債への依存にについて 

 当社グループでは、不動産事業に係る用地取得費等については、主に金融機関からの借入金により調達しておりま

す。当連結会計年度末現在では、たな卸資産の増加に伴い有利子負債の総資産に占める割合は67.0％と高水準であ

り、経営成績が金利変動に左右されやすい体質となっております。したがって、金利変動に著しい変化が生じた場合

には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 また、何らかの理由により、資金調達が予定通りに行われなかった場合には、当社グループの業績や財政状態に影

響を与える可能性があります。 

⑥ 引渡時期による業績変動について 

 当社グループの建築事業及び不動産事業では、工事請負契約ないし不動産売買契約に基づき、物件が完成した時点

又は物件を顧客に引渡した時点で売上を計上する「工事完成基準」又は「引渡基準」を採用しております。したがっ

て、物件の完成・引渡時期により、同一年度内における上期・下期の経営成績に偏重が生じる可能性があり、当社グ

ループの業績を判断する際には留意する必要があります。また当社グループでは、工程管理を徹底し、完成・引渡し



の遅延防止に努めておりますが、予期し得ない事態により工事が遅延した場合には、物件の完成・引渡時期が翌期に

ずれ込み、当社グループの期間損益に影響を与える可能性があります。 

 なお、平成19年12月27日付で公表された「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）に基づき、平成21

年４月１日以降着工する請負工事物件に関しては、「工事進行基準」を適用することにより、当該リスクは解消され

るものと見込んでおります。 

⑦ 減損会計について 

 当社グループは、主に温浴事業や不動産賃貸事業において固定資産を有している他、多額のリース取引を行ってお

ります。平成16年3月期において不動産賃貸事業に係るリース資産の一部について減損処理を行い、平成18年3月期以

降の各期において、固定資産およびリース資産の一部について減損処理を行いました。今後当社グループの固定資産

及びリース資産が減損処理の対象になった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑧ リース会計変更の影響について 

 当社グループは、主に温浴事業や不動産賃貸事業において、多額のリース取引を行っております。平成5年6月に企

業会計審議会より公表された「リース取引に係る会計基準」では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレ

ーティング・リース取引に区分し、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に

準じて会計処理（以下「売買処理」）を行い、オンバランス処理することとされております。ただし、ファイナン

ス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リースについては、例外的に賃貸借処理に準じた処理（以下「賃

貸借処理」）が認められております。当社グループでは、賃貸借処理を採用しており、オフバランス処理を行った上

で、売買処理を行った場合と同等の情報を注記で開示しております。 

 しかしながら、平成19年３月30日付で公表された「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）では、

所有権移転外ファイナンス・リースのオンバランス処理が定められたため、同会計基準の適用が開始される平成21年

３月期本決算以降、当社グループの貸借対照表の財務構成に影響を与える可能性があります。 

⑨ 顧客情報管理について 

 当社グループは、建築事業における地主情報、テナント情報、マンション分譲における顧客情報、見込み客情報及

び温浴事業等における会員情報を有しております。顧客情報の管理には万全を期しておりますが、万一それらの情報

が外部に漏洩した場合には、当社グループの信用が低下し業績に影響を与える可能性があります。 

⑩ 商業施設の賃貸事業について 

 当社グループは、建築請負を行った複合商業施設についてリース会社等から賃借しこれらをテナントに賃貸するこ

とがあり、受取家賃は売上計上し支払家賃は原価計上しております。当該事業に関しましては、平成21年3月末にお

いて所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる未経過リース料期末残高相当額が、借手として4,174百万円、

貸手として1,345百万円となっております。また、解約不能オペレーティング・リース取引にかかる未経過リース料

が、借手として8,369百万円、貸手として11,257百万円となっております。 

 当該事業は、一般的にテナントとの間で中途解約不能の賃貸借契約を締結し、中途解約の場合は一定の予告期間を

設け、違約金・賠償金を請求できるようにしております。しかしながら、テナントの倒産又は賃料引下げ要求があっ

た場合には、貸手としてのリース料の回収に懸念が生じ、また、金利上昇に伴い賃借料が引上げられ、そのコストを

テナントに転嫁できない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑪ 温浴事業における安全衛生について 

 当社グループの温浴事業の店舗は不特定多数の来場者があり、店舗内での安全衛生確保は極めて重要な事項であり

ます。 

 近年レジオネラ属菌の発生が問題になっておりますが、当社グループでは水中で電気分解法により発生させた塩素

量を基準値内に自動制御するシステムに加えて、「施設管理マニュアル」に基づいた衛生管理を徹底しております。

さらに、全店舗において年１回休館日を設け、全ての機器、配管内の洗浄作業を徹底しております。 

 また、当社グループの温浴事業の店舗では飲食店を経営しており、食品衛生法の規制対象であるため、管轄保健所

の営業許可を受けております。厨房内の器具・機材及び食材の取扱いについては「安全衛生管理マニュアル」に基づ

いた運営を徹底しております。 

 このように安全衛生管理には万全を期しておりますが、万一レジオネラ属菌の増殖による事故等が発生した場合、

もしくは食中毒が発生した場合には、当該店舗の営業停止及び当社グループへの損害賠償請求はもとより、当社グル

ープ全体の評判が低下し長期にわたり来客数が減少することにより、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。  



(6）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループの当連結会計年度における経営に重要な影響を及ぼす事象として、重要な営業損失、経常損失、当期

純損失の計上、営業キャッシュ・フローの継続的なマイナスという事象が挙げられます。 

 リーマン・ショック以降の金融危機によるさらなる信用収縮の中、不動産の流動性が低下した影響により、当連結

会計年度において当社グループの売上高は、41,234百万円と、前期比7,194百万円減少いたしました。また、不動産

市況の悪化は当社グループが保有するたな卸資産の評価を押し下げることとなり、評価損や事業撤退損などを計上、

さらには、将来の課税所得を保守的に見積もった結果、繰延税金資産を取崩したことなどにより、7,533百万円の営

業損失、8,643百万円の経常損失、及び14,090百万円の当期純損失を計上することとなりました。また、当連結会計

年度における営業キャッシュ・フローは22,479百万円のマイナスとなり、当連結会計年度末の有利子負債残高は、

64,446百万円となっております。 

 このような状況のもと当社グループの 重要課題は、事業継続のための資金繰りの確保であると認識しておりま

す。当社グループは、主要取引金融機関から運転資金、プロジェクト資金等の融資を継続して受けておりますが、こ

の度、３ヵ年の「中期事業計画」を策定するとともに、取引金融機関との間で借入金の返済スケジュールの変更を含

む債権者間協定に関して各金融機関と交渉を重ねて同協定を締結する見込みであり、資金繰りには支障を生じない見

込みであります。また、このような事業環境のもと、上記の「中期事業計画」では、販売用不動産の早期売却及び経

費節減を中心とした収益力の強化を進め、業績の早期回復を目指してまいります。 

 以上より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していますが、これらの対応策により継続

企業の前提に関する重要な不確実性はないものと判断しております。 



  当社グループは、当社及び連結子会社４社（株式会社やまとの湯、もみじ有限責任中間法人、広島若草都市開発合同

会社、広島グリーン合同会社）、その他５社により構成されており、商業用建物・産業用建物・福祉施設・賃貸用建物

の建築請負事業のほか、マンション分譲及び宅地供給及び温浴施設の経営を主たる業務としております。 

 各事業における当社グループの位置付けは次のとおりです。  

 (建築事業) 

 建築事業においては、不動産流動化手法等を活用した土地活用の企画提案及びテナントリーシングを行うことによ

り、商業用・産業用建物、福祉施設、賃貸建物（集合住宅）等の設計・建築請負及び施工監理のほか、商業施設の賃貸

事業も行っております。  

 (不動産事業) 

 不動産事業においては、マンションの分譲及び宅地の供給、不動産の売買・仲介・賃貸等を行っております。 

 (温浴事業) 

 温浴事業においては、「やまとの湯」の名称で大型温浴施設の店舗を経営しております。店舗の運営管理は株式会社

やまとの湯が行っております。 

 (その他事業) 

 その他事業においては、損害保険代理業等を行っております。 

[事業系統図] 

 
 （注１）当社の持分法非適用非連結子会社であります。 

 （注２）当社の持分法非適用関連会社であります。 

   

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、限られた資源である「土地」を 大限に有効活用し、事業活動を通じてお客様の満足度を高め、

お客様、投資家、取引先、従業員、地域住民等の利害関係者（ステークホルダー）、及び社会に貢献することを基本

方針として、企画提案型の建築事業、マンション分譲及び宅地供給を中心とする不動産事業、温浴事業等を中心に展

開しております。さらに、「不動産活用」をキーワードとした新規事業にも積極的に取り組んでおります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、安定的な企業成長を目指し、収益性を重視した経営を行っております。具体的な経営指標としま

しては、売上高経常利益率及び自己資本比率に主眼を置き、安定的な業績の実現を目指しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、「新しい価値を創造し、未来社会に貢献する企業」を目指し、お客さま第一主義をモットーに快

適な空間とサービスを提供し、お客様に感動を提供し続けたいと考えております。 

 そして、建築事業・不動産事業・温浴事業を中心に、安定収益を確保する事業と新規に収益を拡大する事業との組

み合わせによりバランスのとれた経営を実践してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 昨年度からの世界経済の減速の影響を受け景気は弱含みで推移し、リーマン・ショックによる世界的な金融危機の

さらなる深刻化により、わが国においても企業収益が大幅かつ急速に悪化し設備投資や個人消費も減少を続けるな

ど、景気後退が顕著となりました。 

 これらの外部環境の変化により、不動産事業において大きな影響を受けた結果、たな卸資産の大幅な増加および有

利子負債の拡大を招き、事業構造の再構築に迫られております。 

 このような状況において、当社グループは、3ヵ年の「中期事業計画」を策定し、以下のような課題に取り組んで

おります。 

①事業の選択と集中 

 当社グループは、現在の厳しい事業環境の下で、企業活動を継続していくために、不動産事業においては、収益性

が低いと見込まれる資産（素地など）は原則として売却することとし、キャッシュ・フローと経済合理性に基づき、

事業継続・凍結・撤退という推進方針を決定していきます。また、保有収益物件については、将来の売却も視野に入

れて、施設の収益性の向上を図ります。 

 また、多額の資金投入を必要としない建築事業については、成長分野を見極めて、事業内での選択と集中を進め、

事業拡大を目指していきます。 

 さらに、温浴事業につきましては、各店舗別の営業戦略を見直すことにより営業効率の向上を図るとともに、本部

主導のコスト削減を徹底し、収益性の向上を図ります。 

②たな卸資産および有利子負債の削減 

 上記①の選択と集中により、不動産事業を中心にたな卸資産の削減を強力に推進し、有利子負債の低減を 重要課

題として取り組んでいきます。 

③人員のスリム化 

 当社グループは、平成21年3月に希望退職制度を実施し45名の人員削減を行いましたが、なお一層の固定費削減の

ために、業務効率の向上と組織の簡素化などを推進し、更なる人員のスリム化を図ります。 

④徹底的なコスト削減 

 コスト削減を徹底するために、役員・幹部社員の報酬・給与カットを既に実施しておりますが、もう一段の人件費

削減の実行、本社オフィスおよび営業拠点の整理による賃料等の削減、さらには、その他経費の削減を徹底します。

３．経営方針



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 ※2  10,774,251 ※2  10,413,416

受取手形及び完成工事未収入金 1,497,426 1,339,214

たな卸資産 ※2, ※5  47,327,556 －

販売用土地 － ※2, ※6  32,457,113

販売用建物 － ※2, ※6  26,928,096

開発用不動産 － ※2, ※5  12,421,779

未成工事支出金 － 1,240,939

貯蔵品 － 32,974

繰延税金資産 278,188 －

その他 2,246,626 2,054,054

貸倒引当金 △3,609 △7,402

流動資産合計 62,120,440 86,880,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,032,597 4,257,932

減価償却累計額 △1,380,794 △1,444,764

減損損失累計額 △506,634 △525,165

建物及び構築物（純額） 4,145,169 ※2, ※6  2,288,002

土地 ※3  6,896,310 ※2, ※3, ※6  846,756

建設仮勘定 168,046 1,061,403

その他 806,147 794,559

減価償却累計額 △511,782 △552,956

減損損失累計額 △19,094 △26,477

その他（純額） 275,270 ※6  215,125

有形固定資産合計 11,484,796 4,411,287

無形固定資産 13,123 12,435

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,057,787 ※1  1,870,294

差入保証金 2,814,133 2,686,847

繰延税金資産 2,147,825 －

再評価に係る繰延税金資産 ※3  264,688 －

その他 459,459 305,531

貸倒引当金 △13,659 △28,704

投資その他の資産合計 7,730,235 4,833,969

固定資産合計 19,228,154 9,257,692

資産合計 81,348,595 96,137,877



（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、工事未払金及び土地買収未払金等 4,971,846 10,003,115

短期借入金 23,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,787,500 540,000

未払金 330,171 1,538,793

未払法人税等 2,073,360 19,627

未成工事受入金及び前受金 3,919,523 4,502,137

賞与引当金 243,000 83,000

完成工事補償引当金 20,525 16,919

その他 871,759 1,736,626

流動負債合計 37,217,687 19,440,219

固定負債   

長期借入金 16,330,000 62,655,000

長期預り保証金 2,199,976 2,559,995

長期預り金 3,100,000 3,100,000

繰延税金負債 － 31,052

再評価に係る繰延税金負債 － ※3  100

退職給付引当金 2,890,074 3,372,913

役員退職慰労引当金 445,993 455,574

リース資産減損勘定 604,490 630,615

その他 264,597 311,096

固定負債合計 25,835,133 73,116,348

負債合計 63,052,821 92,556,568

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,725 3,240,725

資本剰余金 3,413,694 3,413,694

利益剰余金 12,689,110 △1,751,364

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 18,970,313 4,529,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △287,284 △296,485

土地再評価差額金 ※3  △387,254 ※3  △652,044

評価・換算差額等合計 △674,539 △948,529

純資産合計 18,295,773 3,581,308

負債純資産合計 81,348,595 96,137,877



（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 48,428,366 41,234,327

売上原価 39,152,278 ※5  42,636,849

売上総利益又は売上総損失（△） 9,276,087 △1,402,522

販売費及び一般管理費 ※1  6,740,965 ※1  6,131,093

営業利益又は営業損失（△） 2,535,122 △7,533,615

営業外収益   

受取利息 19,979 15,348

受取配当金 22,531 30,128

出資金運用益 4,148,975 －

原油スワップ評価益 144,777 －

受取賠償金 － 72,773

違約金収入 － 65,870

雑収入 299,495 102,004

営業外収益合計 4,635,759 286,125

営業外費用   

支払利息 496,783 1,011,129

融資手数料 92,285 79,812

匿名組合分配損 16,349 76,033

原油スワップ評価損 － 222,763

雑損失 6,526 6,674

営業外費用合計 611,944 1,396,412

経常利益又は経常損失（△） 6,558,937 △8,643,902

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,198 289

固定資産売却益 ※2  30,000 －

投資有価証券売却益 1,802 －

補助金収入 1,894,716 －

特別利益合計 1,928,716 289

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  10,945 ※3  1,483

減損損失 ※4  346,248 ※4  120,843

和解金 13,500 5,805

投資有価証券売却損 22,807 22,735

貸倒損失 24,000 －

投資有価証券評価損 7,000 241,046

たな卸資産圧縮損 1,894,716 －

たな卸資産評価損 － 1,050,982

事業撤退損 － 1,636,565

退職特別加算金 － 71,862

特別損失合計 2,319,217 3,151,324

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

6,168,437 △11,794,937

法人税、住民税及び事業税 3,015,789 34,466

法人税等調整額 △253,985 2,260,707

法人税等合計 2,761,803 2,295,174

当期純利益又は当期純損失（△） 3,406,633 △14,090,112



（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 3,240,725 3,240,725

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,240,725 3,240,725

資本剰余金   

前期末残高 3,413,694 3,413,694

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,413,694 3,413,694

利益剰余金   

前期末残高 9,591,397 12,689,110

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

連結範囲の変動に伴う増加 390 －

当期純利益 3,406,633 △14,090,112

当期変動額合計 3,097,712 △14,440,474

当期末残高 12,689,110 △1,751,364

自己株式   

前期末残高 △495 △373,216

当期変動額   

自己株式の取得 △372,720 －

当期変動額合計 △372,720 －

当期末残高 △373,216 △373,216

株主資本合計   

前期末残高 16,245,321 18,970,313

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

自己株式の取得 △372,720 －

連結範囲の変動に伴う増加 390 －

当期純利益 3,406,633 △14,090,112

当期変動額合計 2,724,991 △14,440,474

当期末残高 18,970,313 4,529,838



（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 65,551 △287,284

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △9,200

当期変動額合計 △352,835 △9,200

当期末残高 △287,284 △296,485

土地再評価差額金   

前期末残高 △387,254 △387,254

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △264,789

当期変動額合計 － △264,789

当期末残高 △387,254 △652,044

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △321,703 △674,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △273,990

当期変動額合計 △352,835 △273,990

当期末残高 △674,539 △948,529

純資産合計   

前期末残高 15,923,617 18,295,773

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

自己株式の取得 △372,720 －

連結範囲の変動に伴う増加 390 －

当期純利益 3,406,633 △14,090,112

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △273,990

当期変動額合計 2,372,156 △14,714,465

当期末残高 18,295,773 3,581,308



（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 6,168,437 △11,794,937

減価償却費 447,361 733,331

減損損失 346,248 120,843

たな卸資産評価損 － 7,078,489

事業撤退損失 － 1,636,565

出資金運用損益（△は益） △4,148,975 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 511 18,837

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,000 △160,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 602,250 482,838

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 79,451 9,581

受取利息及び受取配当金 △42,511 △45,477

支払利息 496,783 1,011,129

売上債権の増減額（△は増加） 546,203 158,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,920,492 △26,647,794

仕入債務の増減額（△は減少） △6,760,693 4,766,798

未払金の増減額（△は減少） － 1,090,866

未成工事受入金及び前受金の増加又は減少（△）
額

161,706 582,613

預り金の増減額（△は減少） 394,328 779,585

その他 △202,245 752,263

小計 △20,827,636 △19,426,251

利息及び配当金の受取額 42,474 45,556

利息の支払額 △513,122 △1,017,304

法人税等の支払額 △2,308,530 △2,081,740

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,606,815 △22,479,739

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,463,773 －

投資有価証券の売却による収入 6,438,047 110,269

有形固定資産の取得による支出 △1,746,530 △1,122,908

差入保証金の差入による支出 △33,174 △28,071

差入保証金の回収による収入 133,629 97,829

長期預り保証金の受入による収入 131,755 446,345

長期預り保証金の返還による支出 △248,895 △91,776

その他 29,601 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,240,660 △588,310



（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) 

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） 10,000,000 11,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,200,000 △3,132,500

長期借入れによる収入 14,030,000 14,887,330

自己株式の取得による支出 △372,720 －

匿名組合出資金の受入による収入 3,100,000 －

配当金の支払額 △309,966 △350,297

その他 － 2,682

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,247,313 22,707,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,881,158 △360,835

現金及び現金同等物の期首残高 5,690,914 10,734,251

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 162,178 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  10,734,251 ※  10,373,416



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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 (1）連結子会社の数 ４社 (1）連結子会社の数 ４社 

  連結子会社の名称 

株式会社やまとの湯 

もみじ有限責任中間法人 

広島グリーン合同会社 

広島若草都市開発合同会社 

 持分法非適用の非連結子会社であ

ったもみじ有限責任中間法人、広島

グリーン合同会社、広島若草都市開

発合同会社は、連結財務諸表に及ぼ

す影響が重要性を増したため、当連

結会計年度の下期より連結の範囲に

含めております。 

連結子会社の名称 

株式会社やまとの湯 

もみじ有限責任中間法人 

広島グリーン合同会社 

広島若草都市開発合同会社 

  

  (2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

株式会社わかたけ 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

株式会社わかたけ 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも

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。 

 株式会社わかたけは当連結会計年

度において株式の追加取得により非

連結子会社としております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも

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。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社 

該当事項はありません。 

(1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社 

同左 

  (2）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称 

株式会社わかたけ 

ＤＡＣＳプロパティーズ株式会社 

和泉中央Ｂ３開発特定目的会社 

和泉中央Ｂ４開発特定目的会社 

和泉中央プロジェクト有限責任中

間法人 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社の名称 

株式会社わかたけ 

ＤＡＣＳプロパティーズ株式会社 

和泉中央Ｂ３開発特定目的会社 

和泉中央Ｂ４開発特定目的会社 

和泉中央プロジェクト有限責任中

間法人 

  （持分法を適用しない理由） 

 当期純利益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

（持分法を適用しない理由） 

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） 

   ＤＡＣＳプロパティーズ株式会社、

和泉中央Ｂ３開発特定目的会社、和

泉中央Ｂ４開発特定目的会社、和泉

中央プロジェクト有限責任中間法人

は、新規設立により、当連結会計年

度より持分法非適用の関連会社とし

ております。 

 なお、前連結会計年度において、持

分法非適用の非連結子会社であった

もみじ有限責任中間法人、広島グリ

ーン合同会社、広島若草都市開発合

同会社は、連結財務諸表に及ぼす影

響が重要性を増したため、当連結会

計年度の下期より連結の範囲に含め

ております。 

  

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

一致しております。 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結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 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

 なお、匿名組合への出資（金融

商品取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）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 

 移動平均法に基づく原価法 

同左 

  ②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

  ③たな卸資産 

販売用土地・建物 

個別法に基づく原価法 

未成工事支出金 

個別法に基づく原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法 

③たな卸資産 

 当社及び連結子会社は原価法（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）を採用して

おります。 

販売用土地・建物 

個別法 

開発用不動産金 

個別法 

未成工事支出金 

個別法 

貯蔵品 

終仕入原価法 



  

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） 

 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）を適用して

おります。 

 これにより、営業損失、経常損失

は、それぞれ6,027,507千円増加し、税

金等調整前当期純損失は7,078,489千円

増加しております。  

(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 

 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。 

 また、事業用借地契約による借地上

の建物については、耐用年数を定期借

地権の年数、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物  5～50年 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 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。 

 また、事業用借地契約による借地上

の建物については、耐用年数を定期借

地権の年数、残存価額を零とする定額

法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物  5～50年 

   （会計処理方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、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。 

 これによる影響は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響

についても、軽微であります。 

   

   （追加情報） 

 当社及び連結子会社は、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。 

 これによる影響は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響

についても、軽微であります。 

  

   ②無形固定資産 

定額法 

 自社利用ソフトウエアについては、

社内における利用可能期間（5年）に基

づいております。 

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 

 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 

 営業債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権及び破産債

権、更生債権等については財務内容評

価法により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 

 従業員の賞与の支給に充当するた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

に負担すべき額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  ③完成工事補償引当金 

 完成工事等の瑕疵担保責任に基づく

補償費に備えるため、過去の完成工事

等に係る補償費の実績を基準にして計

上しております。 

③完成工事補償引当金 

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。 

 数理計算上の差異は発生の連結会計

年度に一括処理しております。 

④退職給付引当金 

同左 

  ⑤役員退職慰労引当金 

 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

しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

(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。 

────── 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。ただし、ヘッジ会計の特例処理の

要件を満たす金利スワップ取引につい

ては、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…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払金利 

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、ヘッジ対象の識別は、個別契約毎

に行っております。 

③ヘッジ方針 

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） 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の

相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。た

だし、特例処理によっている金利スワ

ップ取引については、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。なお、控除対象外消

費税等につきましては期間費用として

処理しております。 

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 

 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 

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）、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前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き適用してお

ります。 

 これによる影響は軽微であります。  



  

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対するものは次のとおり

であります。 

投資有価証券   538,820千円 投資有価証券    538,820千円

※2.担保に供している資産 ※2.担保に供している資産 

現金及び預金（定期預金） 40,000千円

たな卸資産 11,028,970千円

現金及び預金（定期預金） 40,000千円

販売用土地 

販売用建物 

開発用不動産 

建物及び構築物 

土地 

21,142,163千円

16,744,260千円

12,421,779千円

344,176千円

86,303千円

 上記現金及び預金（定期預金）は未成工事受入金及び

前受金40,000千円の担保に供しております。 

 上記たな卸資産の内、10,802,132千円は、長期借入金

10,380,000千円の担保に供しております。 

 また、上記たな卸資産の内、226,838千円は、未成工

事受入金及び前受金2,000,000千円の担保に供しており

ます。 

 上記販売用土地の内、2,295,087千円及び現金及び預

金（定期預金）は未成工事受入金及び前受金2,040,000

千円の担保に供しております。 

 上記販売用土地の内、18,068,943千円及び販売用建物

並びに開発用不動産は、１年内返済予定の長期借入金

540,000千円及び長期借入金36,065,000千円の担保に供

しております。  

 また、上記販売用土地の内、778,132千円は、その他

流動負債（預り金）700,000千円の担保に供しておりま

す。 

 また、上記建物及び構築物及び土地は、長期借入金

270,000千円の担保に供しております。 

※3.土地再評価法の適用 

 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 終改正 平成13年3月31日)に基づき、平

成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っておりま

す。 

 なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法

律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額

を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の部に計

上し、これを加算した金額を「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。 

※3.土地再評価法の適用 

 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 終改正 平成13年3月31日)に基づき、平

成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っておりま

す。 

 なお、再評価差額については、土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法

律第24号)に基づき、当該再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4号に定める地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価格に合理的な調整を行って算定する方法により

算定しています。 

・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4号に定める地価税の課

税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定するた

めに国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価格に合理的な調整を行って算定する方法により

算定しています。 

・再評価を行った年月日      平成14年3月31日 ・再評価を行った年月日      平成14年3月31日 

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額            117,287千円 

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額               121,155千円 



  

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） 

 4.偶発債務 

 債務保証 

 4.偶発債務 

 債務保証 

(注)1.株主５社による共同連帯保証となっております。

(注)2.当社他１社及び保証先の代表者個人による連帯保

証となっております。 

出資先 ㈱オフ・トラックインフォメ

ーションセンターのリース債務(注)1 

 258,661千円

共同事業主 オウミ都市開発㈱の借入

債務            (注)2 

1,900,000千円

計 2,158,661千円

(注)株主４社による共同連帯保証となっております。 

出資先 ㈱オフ・トラックインフォメ

ーションセンターのリース債務(注) 

218,110千円

住宅ローン利用者のための借入保証債

務 

17,000千円

計 235,110千円

※5.国庫補助金等により取得価額から控除したたな卸資産

の圧縮記帳累計額は1,894,716千円であります。 

※5.国庫補助金等により取得価額から控除した開発用不動

産の圧縮記帳累計額は1,894,716千円であります。 

────── ※6.有形固定資産の保有目的の変更 

有形固定資産のうち、建物及び構築物(1,925,933千

円)、土地(6,203,543千円)及びその他(20,087千円)に

ついては保有目的の変更により、販売用土地及び販売

用建物に振替えております。 



  

（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.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

販売手数料 1,028,955千円

販売促進費 1,316,140千円

役員報酬 135,980千円

役員退職慰労引当金繰入額 126,963千円

従業員給与手当 1,624,825千円

賞与引当金繰入額 183,048千円

退職給付費用    634,111千円

減価償却費 17,636千円

租税公課 379,787千円

販売手数料  530,090千円

販売促進費 1,482,678千円

役員報酬 104,520千円

役員退職慰労引当金繰入額 85,586千円

従業員給与手当   1,498,056千円

賞与引当金繰入額 58,899千円

退職給付費用 679,181千円

減価償却費 18,375千円

租税公課 443,459千円

※2.固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

建物及び構築物    30,000千円

────── 

※3.固定資産除売却損の内訳は次のとおりです。 ※3.固定資産除売却損の内訳は次のとおりです。 

固定資産除却損 固定資産除却損 

建物及び構築物    9,004千円

その他有形固定資産     1,940千円

計 10,945千円

建物及び構築物         169千円

その他有形固定資産   1,313千円

計  1,483千円

※4.減損損失 

 提出会社は、内部管理上、収支を把握している

小単位を基礎として資産のグルーピングを行ってお

り、建築事業に係る商業施設の賃貸事業においては

不動産等の物件毎に、温浴事業においては店舗毎に

グルーピングしております。 

 当連結会計年度において、温浴事業につきまして

は、業績の低迷により収益性が著しく低下している

以下の温浴施設（建物、ファイナンス・リース資産

等）について、減損損失（346,248千円）として特別

損失に計上しました。 

 その内訳は、建物及び構築物174,378千円、器具及

び備品5,079千円、ファイナンス・リース資産

166,790千円であります。 

※4.減損損失 

 提出会社は、内部管理上、収支を把握している

小単位を基礎として資産のグルーピングを行ってお

り、建築事業に係る商業施設の賃貸事業においては

不動産等の物件毎に、温浴事業においては店舗毎に

グルーピングしております。 

 当連結会計年度において、温浴事業につきまして

は、業績の低迷により収益性が著しく低下している

以下の温浴施設（建物、ファイナンス・リース資産

等）について、減損損失（120,843千円）として特別

損失に計上しました。 

 その内訳は、建物及び構築物18,530千円、器具及

び備品等7,382千円、ファイナンス・リース資産

94,929千円であります。 

 なお、温浴事業における、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを6.5％で割引いて算定しております。 

場所 用途 種類 金額

奈良県奈良
市 

温浴施設 
（学園前やまとの湯） 

ファイナン
ス・リース
資産等 

169,152千円

宮城県石巻
市 

温浴施設 
（石巻やまとの湯） 

建物及び構
築物等 177,095千円

 なお、温浴事業における、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを6.5％で割引いて算定しております。 

場所 用途 種類 金額

奈良県奈良
市 

温浴施設
（学園前やまとの湯） 

ファイナン
ス・リース
資産等 

 96,221千円

愛知県尾張
旭市 

温浴施設
（三郷やまとの湯） 

建物及び構
築物等 24,622千円

────── ※5.たな卸資産は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価及び特

別損失に含まれております。 

売上原価  6,027,507千円

特別損失  1,050,982千円



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） 

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）普通株式の自己株式の株式数の増加300,027株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加300,000株、単

元未満株式の買取りによる増加27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（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  10,311,000  －  －  10,311,000

合計  10,311,000  －  －  10,311,000

自己株式         

普通株式 （注）  620  300,027  －  300,647

合計  620  300,027  －  300,647

  
（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  309,311  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
（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  350,362  利益剰余金  35 平成20年３月31日 平成20年６月27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 

  

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 

  

  

  
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  10,311,000  －  －  10,311,000

合計  10,311,000  －  －  10,311,000

自己株式         

普通株式  300,647  －  －  300,647

合計  300,647  －  －  300,647

  
（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  350,362  35 平成20年３月31日 平成20年６月27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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  －  －  － － － 

（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） 

  （千円）

現金及び預金勘定 10,774,251

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△40,000

現金及び現金同等物 10,734,251

  （千円）

現金及び預金勘定 10,413,416

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△40,000

現金及び現金同等物 10,373,416



  

（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） 

１．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 

（借手側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(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。 

(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との

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。 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物及び構築
物 10,537,446  2,933,317  764,852 6,839,276

その他 
有形固定資産  342,086  146,934  － 195,151

無形固定資産 
（ソフトウェ
ア） 

 2,950  147  － 2,802

合計 10,882,482  3,080,399  764,852 7,037,230

１年内 467,258千円

１年超 8,271,253千円

合計 8,738,512千円

リース資産減損勘定の残高 604,490千円

支払リース料   1,079,068千円

リース資産減損勘定の取崩額    54,088千円

減価償却費相当額   656,260千円

支払利息相当額  606,689千円

減損損失   166,790千円

１．ファイナンス・リース取引 
（借手側） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引  
① リース資産の内容 
 有形固定資産 

本社における器具及び備品であります。 
② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま
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、その内容は次のとおりであり
ます。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失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） 

減損損失
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
（千円） 

建物及び構築
物 10,537,446  3,440,487  859,782 6,237,175

その他
有形固定資産 321,461  158,592  － 162,869

無形固定資産
（ソフトウェ
ア） 

6,550  1,457  － 5,092

合計 10,865,458  3,600,537  859,782 6,405,137

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高 

１年内 468,777千円

１年超 7,690,724千円

合計 8,159,502千円

リース資産減損勘定の残高  630,615千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料  1,002,417千円

リース資産減損勘定の取崩額 68,805千円

減価償却費相当額 598,623千円

支払利息相当額  554,546千円

減損損失  94,929千円

(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 

同左 



  

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。 

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。 

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） 

（貸手側） 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

(4）減価償却費の算定方法 

 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。 

(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との差額を

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。 

  

  
取得価額
(千円) 

減価償却
累計額 
(千円) 

期末残高
(千円) 

建物及び構築物  2,820,163  826,746  1,993,416

１年内 110,148千円

１年超 2,150,638千円

合計 2,260,786千円

受取リース料   242,755千円

減価償却費    142,894千円

受取利息相当額     139,216千円

（貸手側） 

 該当事項はありません。 

  

 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、その内容は次のとおり

であります。 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

  
取得価額 
(千円) 

減価償却
累計額 
(千円) 

期末残高
(千円) 

建物及び構築物  1,927,741  813,467  1,114,273

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 87,835千円

１年超 1,257,518千円

合計 1,345,354千円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料   166,457千円

減価償却費   98,273千円

受取利息相当額    83,009千円

(4）減価償却費の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

（借手側） 

未経過リース料 

（貸手側） 

未経過リース料 

１年内 1,507,633千円

１年超 16,532,276千円

合計 18,039,909千円

１年内  841,479千円

１年超 11,381,757千円

合計 12,223,236千円

２．オペレーティング・リース取引 

（借手側） 

未経過リース料 

１年内 1,557,658千円

１年超  15,659,508千円

合計 17,217,167千円

（貸手側） 

未経過リース料 

１年内 791,895千円

１年超 10,465,814千円

合計 11,257,709千円

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

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） 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と大和ハウス工業企業年金基金制度を併用

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） 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と大和ハウス工業企業年金基金制度を併用

しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
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）退職給付債務 （千円）  △6,162,413  △6,337,225

(2）年金資産 （千円）  3,272,337  2,964,311

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) （千円）  △2,890,074  △3,372,913

(4）退職給付引当金(3)      （千円）  △2,890,074  △3,372,913

  
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）勤務費用 （千円）  247,028  253,315

(2）利息費用 （千円）  145,821  154,060

(3）期待運用収益 （千円）  △88,626  △81,809

(4）数理計算上の差異の処理額 （千円）  546,878  571,567

(5）退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4) （千円）  851,101  897,133

  
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率 （％）  2.5  2.5

(3）期待運用収益率 （％）  2.5  2.5

(4）数理計算上の差異の処理年数 （年） 
発生年度に一括処理して

おります。 
同左 



  

（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.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

（千円） （千円） 

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産 繰延税金資産 

賞与引当金 98,658

未払事業税 154,532

完成工事補償引当金 8,333

その他 16,665

合計 278,188

賞与引当金 33,698

未払事業税 2,622

完成工事補償引当金 6,869

事業撤退損 558,935

その他 60,623

小計 662,749

評価性引当額 △662,749

合計 －

(2）固定の部 (2）固定の部 

繰延税金資産 繰延税金資産 

退職給付引当金 1,173,370

減損損失 428,370

役員退職慰労引当金 181,073

長期未払金 86,039

減価償却超過額 74,077

その他 461,646

小計 2,404,577

評価性引当額 △222,923

合計 2,181,654

繰延税金負債合計 △33,828

繰延税金資産の純額 2,147,825

退職給付引当金 1,369,402

減損損失 1,637,842

役員退職慰労引当金 184,963

長期未払金 106,904

減価償却超過額 93,101

繰越欠損金 2,979,823

その他 377,214

小計 6,749,253

評価性引当額 △6,749,253

合計 －

繰延税金負債合計 31,052

繰延税金負債の純額 31,052

(3）再評価に係る繰延税金資産 264,688 (3）再評価に係る繰延税金負債 100

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 

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 40.6

（調整）     

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

  住民税均等割 0.5

  評価性引当額の増減 3.7

  その他 △0.3

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.8

  

当連結会計年度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。  



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） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。 

２．各区分に属する主要な内容 

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金額は1,472,710千円であり、その主な

ものは総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,074,212千円であり、その主なものは余資運

用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

５．資本的支出及び減価償却費には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建築事業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

温浴事業
（千円） 

その他事業
（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 12,459,655 29,055,735 6,807,483 105,492  48,428,366  － 48,428,366

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － － －  －  － －

計 12,459,655 29,055,735 6,807,483 105,492  48,428,366  － 48,428,366

営業費用 11,915,641 26,174,912 6,264,561 65,417  44,420,533  1,472,710 45,893,244

営業利益 544,013 2,880,822 542,922 40,075  4,007,832  △1,472,710 2,535,122

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本

的支出 
                                    

資産 9,175,513 58,560,146 4,012,986 525,735  72,274,382  9,074,212 81,348,595

減価償却費 34,813 123,502 264,686 14,460  437,462  9,899 447,361

減損損失 － － 346,248 －  346,248  － 346,248

資本的支出 217,341 7,301 482,878 －  707,520  43,475 750,996

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等 

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等 

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営 

その他事業 損害保険代理手数料収入等 



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 

 事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。 

２．各区分に属する主要な内容 

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金額は1,447,740千円であり、その主な

ものは総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,321,132千円であり、その主なものは余資運

用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５．資本的支出及び減価償却費には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６．会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

  「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」４．(1) 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）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によって場合に比べて、当連結会計期間の営業利益は、不動

産事業で6,027,507千円減少しております。 

  

  

 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）及び当連結会計年度（自平成20年4月1日至平成21

年3月31日）において、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。 

  

 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）及び当連結会計年度（自平成20年4月1日至平成21

年3月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

  
建築事業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

温浴事業
（千円） 

その他事業
（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 14,729,670 20,322,471 6,027,520 154,665  41,234,327  － 41,234,327

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － － －  －  － －

計 14,729,670 20,322,471 6,027,520 154,665  41,234,327  － 41,234,327

営業費用 14,118,050 27,334,564 5,765,727 101,860  47,320,202  1,447,740 48,767,942

営業利益 611,620 △7,012,092 261,793 52,804  △6,085,875  △1,447,740 △7,533,615

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本

的支出 
                                    

資産 5,213,270 78,297,127 4,530,457 775,887  88,816,744  7,321,132 96,137,877

減価償却費 26,756 61,462 231,459 36,939  356,617  11,546 368,163

減損損失 － － 120,843 －  120,843  － 120,843

資本的支出 22,834 104,820 1,043,597 30,272  1,201,523  29,113 1,230,637

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等 

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等 

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営 

その他事業 損害保険代理手数料収入等 

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） 

該当事項はありません。 

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。  

  

 （注） 1株当たり当期純利益金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。 

  

（関連当事者情報）

（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  1,827.69円 

１株当たり当期純利益 331.16円 

１株当たり純資産額         357.76円 

１株当たり当期純損失    1,407.55円 

 なお、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金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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（△）（千円）  3,406,633  △14,090,112

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
 3,406,633  △14,090,112

期中平均株式数（千株）  10,287  10,010

（重要な後発事象）



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 5,478,795 6,424,428

受取手形 321,414 531,475

完成工事未収入金 1,176,012 807,739

販売用土地 29,876,065 32,457,113

販売用建物 10,137,468 26,928,096

未成工事支出金 363,235 1,240,939

貯蔵品 464 1,413

前払費用 689,229 1,101,991

繰延税金資産 270,033 －

その他 1,055,080 642,760

貸倒引当金 △3,627 △7,501

流動資産合計 49,364,171 70,128,455

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,863,014 4,088,349

減価償却累計額 △1,314,687 △1,363,642

減損損失累計額 △503,141 △521,671

建物（純額） 4,045,186 2,203,034

構築物 169,583 169,583

減価償却累計額 △66,106 △81,122

減損損失累計額 △3,493 △3,493

構築物（純額） 99,983 84,967

機械及び装置 3,180 3,180

減価償却累計額 △2,392 △2,574

減損損失累計額 － △98

機械及び装置（純額） 787 506

工具、器具及び備品 802,967 788,257

減価償却累計額 △509,390 △549,860

減損損失累計額 △19,094 △26,378

工具、器具及び備品（純額） 274,482 212,017

土地 6,896,310 846,756

リース資産 － 3,122

減価償却累計額 － △520

リース資産（純額） － 2,602

建設仮勘定 168,046 1,061,403

有形固定資産合計 11,484,796 4,411,287

無形固定資産   

ソフトウエア 987 299

電話加入権 12,136 12,136

無形固定資産合計 13,123 12,435



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,518,967 1,332,074

関係会社株式 116,000 116,000

その他の関係会社有価証券 3,446,078 3,446,078

関係会社出資金 3,750 3,750

差入保証金 2,814,133 2,686,847

従業員長期貸付金 2,300 2,300

長期前払費用 221,904 203,915

繰延税金資産 2,010,558 －

再評価に係る繰延税金資産 264,688 －

その他 92,155 98,715

貸倒引当金 △13,659 △28,704

投資その他の資産合計 10,476,875 7,860,977

固定資産合計 21,974,795 12,284,700

資産合計 71,338,966 82,413,155

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,535,650 2,913,345

工事未払金 3,177,371 6,749,954

土地買収未払金 － 72,777

短期借入金 23,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,787,500 540,000

未払金 391,313 1,607,075

未払費用 21,167 59,538

未払法人税等 2,072,921 19,249

未成工事受入金 852,068 757,527

前受金 3,067,454 3,744,609

預り金 538,154 1,223,020

前受収益 152,569 163,111

賞与引当金 225,000 75,000

完成工事補償引当金 20,525 16,919

その他 55 62,310

流動負債合計 36,841,752 19,004,437

固定負債   

長期借入金 9,630,000 51,805,000

長期預り保証金 2,199,976 2,559,995

長期前受収益 52,677 47,785

繰延税金負債 － 31,052

再評価に係る繰延税金負債 － 100

退職給付引当金 2,865,776 3,314,427

役員退職慰労引当金 445,993 455,574

リース資産減損勘定 604,490 630,615

その他 211,920 263,311

固定負債合計 16,010,835 59,107,862

負債合計 52,852,587 78,112,300



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,725 3,240,725

資本剰余金   

資本準備金 3,413,694 3,413,694

資本剰余金合計 3,413,694 3,413,694

利益剰余金   

利益準備金 75,960 75,960

その他利益剰余金   

別途積立金 6,910,000 6,910,000

繰越利益剰余金 5,893,755 △8,017,777

利益剰余金合計 12,879,715 △1,031,817

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 19,160,918 5,249,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △287,284 △296,485

土地再評価差額金 △387,254 △652,044

評価・換算差額等合計 △674,539 △948,529

純資産合計 18,486,379 4,300,855

負債純資産合計 71,338,966 82,413,155



（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   

完成工事高 10,260,387 12,597,037

不動産事業売上高 29,055,735 20,422,971

温浴事業売上高 6,807,483 6,027,520

その他の売上高 2,404,760 2,287,297

売上高合計 48,528,366 41,334,827

売上原価   

完成工事原価 9,041,396 11,586,892

不動産事業売上原価 23,090,781 24,460,181

温浴事業売上原価 5,161,970 4,785,505

その他売上原価 1,858,129 1,804,270

売上原価合計 39,152,278 42,636,849

売上総利益   

完成工事総利益 1,218,991 1,010,145

不動産事業総利益又は不動産事業総損失（△） 5,964,953 △4,037,210

温浴事業総利益 1,645,512 1,242,015

その他の売上総利益 546,630 483,027

売上総利益合計 9,376,087 △1,302,022

販売費及び一般管理費 6,717,205 6,114,339

営業利益又は営業損失（△） 2,658,882 △7,416,361

営業外収益   

受取利息 7,651 8,131

有価証券利息 10,223 －

受取配当金 22,531 30,128

受取賠償金 － 72,773

違約金収入 － 65,870

出資金運用益 4,162,833 －

原油スワップ評価益 144,777 －

雑収入 299,713 101,970

営業外収益合計 4,647,731 278,873

営業外費用   

支払利息 436,550 871,099

原油スワップ評価損 － 222,763

雑損失 6,526 29,346

営業外費用合計 443,077 1,123,209

経常利益又は経常損失（△） 6,863,535 △8,260,697



（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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,180 208

固定資産売却益 30,000 －

投資有価証券売却益 1,802 －

特別利益合計 33,983 208

特別損失   

固定資産除売却損 10,945 1,483

減損損失 346,248 120,843

貸倒損失 24,000 －

和解金 13,500 5,805

投資有価証券売却損 22,807 22,735

投資有価証券評価損 7,000 241,046

たな卸資産評価損 － 1,050,982

事業撤退損 － 1,636,565

退職特別加算金 － 71,862

特別損失合計 424,501 3,151,324

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,473,017 △11,411,813

法人税、住民税及び事業税 3,015,512 34,072

法人税等調整額 △138,351 2,115,284

法人税等合計 2,877,161 2,149,356

当期純利益又は当期純損失（△） 3,595,856 △13,561,170



（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 3,240,725 3,240,725

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,240,725 3,240,725

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,413,694 3,413,694

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,413,694 3,413,694

資本剰余金合計   

前期末残高 3,413,694 3,413,694

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,413,694 3,413,694

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 75,960 75,960

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 75,960 75,960

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,910,000 6,910,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,910,000 6,910,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,607,209 5,893,755

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

当期純利益 3,595,856 △13,561,170

当期変動額合計 3,286,545 △13,911,533

当期末残高 5,893,755 △8,017,777

利益剰余金合計   

前期末残高 9,593,169 12,879,715

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

当期純利益 3,595,856 △13,561,170

当期変動額合計 3,286,545 △13,911,533

当期末残高 12,879,715 △1,031,817



（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) 

自己株式   

前期末残高 △495 △373,216

当期変動額   

自己株式の取得 △372,720 －

当期変動額合計 △372,720 －

当期末残高 △373,216 △373,216

株主資本合計   

前期末残高 16,247,092 19,160,918

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

自己株式の取得 △372,720 －

当期純利益 3,595,856 △13,561,170

当期変動額合計 2,913,825 △13,911,533

当期末残高 19,160,918 5,249,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65,551 △287,284

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △9,200

当期変動額合計 △352,835 △9,200

当期末残高 △287,284 △296,485

土地再評価差額金   

前期末残高 △387,254 △387,254

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △264,789

当期変動額合計 － △264,789

当期末残高 △387,254 △652,044

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △321,703 △674,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △273,990

当期変動額合計 △352,835 △273,990

当期末残高 △674,539 △948,529

純資産合計   

前期末残高 15,925,389 18,486,379

当期変動額   

剰余金の配当 △309,311 △350,362

自己株式の取得 △372,720 －

当期純利益 3,595,856 △13,561,170

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △352,835 △273,990

当期変動額合計 2,560,989 △14,185,523

当期末残高 18,486,379 4,300,855



 該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

② その他の役員の異動 

③ 就退任予定日 

 平成21年６月26日 

  

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社グループは生産活動を行っていないため、記載しておりません。 

② 受注実績 

受注高 

受注残高 

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。 

 ２．受注高・受注残高ともに外部顧客に対する受注高・受注残高を表示しています。 

継続企業の前提に関する注記

６．その他

  

氏   名 新  職（予 定） 現  職 

広本 和彦 代表取締役社長 常務執行役員 不動産事業本部長 

上島 貫志 相談役 代表取締役社長   

  

氏   名 新  職（予 定） 現  職 

菰池 道夫 取締役 上席執行役員 企画本部経営企画室長 

東  宣行 退任  専務取締役 管理本部長  

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業  12,850,240  9,682,657

  前連結会計年度末 当連結会計年度末 

  (平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業  9,960,673  4,913,660



③ 契約実績 

不動産事業のうち、マンション分譲事業の契約実績は次のとおりであります。 

契約高 

契約残高 

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。 

 ２．契約高・契約残高ともに外部顧客に対する契約高・契約残高を表示しています。 

  

④ 販売実績 

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。 

 ２．販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示しています。 

  

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲  18,658,209  13,774,163

  前連結会計年度末 当連結会計年度末 

  (平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲  16,702,764  15,362,654

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業  12,459,655  14,729,670

不動産事業  29,055,735  20,322,471

温浴事業  6,807,483  6,027,520

その他事業  105,492  154,665


	大和システム㈱（8939）平成21年３月期　決算短信: 大和システム㈱（8939）平成21年３月期　決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -
	- 26 -: - 26 -
	- 27 -: - 27 -
	- 28 -: - 28 -
	- 29 -: - 29 -
	- 30 -: - 30 -
	- 31 -: - 31 -
	- 32 -: - 32 -
	- 33 -: - 33 -
	- 34 -: - 34 -
	- 35 -: - 35 -
	- 36 -: - 36 -
	- 37 -: - 37 -
	- 38 -: - 38 -
	- 39 -: - 39 -
	- 40 -: - 40 -
	- 41 -: - 41 -
	- 42 -: - 42 -
	- 43 -: - 43 -


