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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,449 △6.3 △66 ― △97 ― △62 ―

21年3月期第1四半期 1,546 ― △120 ― △67 ― △31 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △1,518.70 ―

21年3月期第1四半期 △768.34 ―

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

22年3月期第1四半期 7,208 2,377 33.0 57,562.44
21年3月期 7,179 2,325 32.4 56,290.03

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,377百万円 21年3月期  2,325百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1,550.00 ― 850.00 2,400.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

500.00 ― 1,100.00 1,600.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,040 △1.1 30 △52.1 20 △82.2 △25 ― △605.18

通期 9,340 17.8 470 ― 470 ― 220 ― 5,325.58



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報/財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報/財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１． 本資料に記載されている業績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について
は、３ページ【定性的情報/財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 41,310株 21年3月期  41,310株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 41,310株 21年3月期第1四半期 41,310株



(1）経営成績の分析 

 当第１四半期連結会計期間は、昨年度の米国発の世界的な金融危機による景気の大幅な悪化は一旦落ち着きをみ

せ、景気は底入れの兆しも見せ始めているものの、企業業績の悪化、雇用調整等の先行き不透明感は払拭されず、

個人消費も低迷したまま推移しました。 

 このような状況の下、当社グループにおきましては、「アールシーコア回生」を全社スローガンとして掲げ、生

産性の回復及び財務体質の改善に努めました。まず、生産性向上に対しては、「収益ユニット制度」を導入し、収

益ユニット毎に経営責任者を任命し、計画立案、執行、予実管理及び業績評価をさせることにより、経営資源配分

の最適化（経営戦略の明確化）を目指しました。 

 また、財務体質につきましては、不動産在庫の圧縮、マーケティング強化による契約数の増加に伴う運転資金の

確保、そして、銀行からの借入方針の見直しを進めるべく、改善に取り組みました。 

（連結業績の概要） 

 当第１四半期連結会計期間における連結業績につきましては、新規契約の伸び悩みの影響により、売上高は

1,449百万円（前年同期比6.3％減）、売上棟数は135棟（前年同期比6.9％減）となりました。この減収の影響が販

売費及び一般管理費の削減効果を上回り、営業損失が66百万円（前年同期は120百万円）、経常損失は97百万円

（前年同期は67百万円）、四半期純損失は62百万円（前年同期は31百万円）のやむなきに至りました。 

  

 （種類別セグメントの業績概要） 

① ＢＥＳＳ・住宅事業 

 商品面におきましては、平成21年４月に「ワンダーデバイス（都市型スローライフ住宅、コンセプトは“ラフ＆

スマート”）」の新モデル「ドラゴンゲート（ドラゴンの身体を表現したゲート付の家）」を開発し、販売を開始

したことで、モデルプランの選択幅を拡充しました。ログハウスにつきましても、ファインカットログハウスキャ

ンペーン2009「ＮＥＷ ＦＩＮＥ ＳＴＹＬＥ」（５月～９月末）を開催し、その期間限定の特別モデル「リコリ

ス」「マロウ」の販売に注力しました。 

 営業拠点におきましては、平成21年７月31日現在で地区販社等の数は22社（子会社１、販社11、特約店（注）

10）、営業拠点の数は32拠点（直営１、子会社１、販社22、特約店８）となっております。 

 個性豊かな本物の木の家による街並みづくり「ＢＥＳＳ街区」事業におきましては、個人消費マインドの落ち込

みや不動産市況の低迷などにより苦戦を強いられておりますが、自然派個性住宅「ＢＥＳＳ」のブランドを前面に

掲げ、既存の手持ち販売用不動産(たな卸資産)の販売（資金回収）に注力し、徐々にではありますが販売も進捗い

たしました。 

 国内連結子会社である株式会社BESSパートナーズ（以下ＢＰ社という。）につきましては、前期に引き続き、事

業基盤の整備を重点的に推進いたしました。 

 カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下ＢＦＭ社という。）につきましては、更なるコス

ト削減や体制整備を推し進め、来る北米向け販売事業の本格化に向け準備を整えました。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間におけるＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は、前下半期の新規契約（受注）

の低迷の影響により、売上高は1,426百万円（前年同期比6.1％減）となりましたが、本社事務所の賃借契約の一部

解約や人件費等の圧縮などによる販売費及び一般管理費等の削減により、77百万円（前年同期比9.0％増）の営業

利益を計上することができました。 

 契約面におきましては、本年３月における契約高の増加の反動による当第１四半期の契約高の減少に加え、契約

締結までに要する期間が長引くケース（住宅ローン設定時間等）が増加しており、新規契約（受注）高は、809百

万円と前年同期比59.5％に留まりました。しかし、展示場来場客の確保に向け、景気後退に連動して削減の対象と

なっていた広宣販促活動への投資を、地区販社において活性化させる施策を前期に引き続き講じることにより、展

示場来場客数等の契約先行指標としての営業管理数値において、改善の兆しが顕著となってまいりました。 

 （注）マーケット拡大策として昨年度から設けた制度（ＢＥＳＳ特約店制度）による新たな契約販売代理店。

従来の地区販社制度における販社加盟条件は、常設の単独展示場にモデルハウス３棟以上の開設かつ専

任営業３名以上が必須でしたが、当該制度により、常設または仮設の単独展示場にモデルハウス１棟以

上かつ専任営業１名以上を配置する条件を満たすことにより、ＢＥＳＳ特約店としてＢＥＳＳ全商品の

取扱い及びＢＥＳＳブランドを用いた宣伝活動も可能といたしました。 

 
② ＢＥＳＳ・タイムシェア事業 

 日本国内における別荘タイムシェア市場の創造（普及）を目指し、また既存施設の流動化による投資回収の促進

を目的として別荘タイムシェア事業に取り組んでまいりました。 

 営業面では、不動産需要の冷え込みの影響は続いておりますものの、前連結会計年度よりＢＥＳＳ事業としての

相乗効果を狙い、ＢＥＳＳ展示場での販売を展開する等の改善策を実施いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間におけるＢＥＳＳ・タイムシェア事業の売上高は23百万円と前年同期比

12.8％の減少に留まりました。また、営業損失は19百万円となり、前年同期比20百万円の収益改善となりました。

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



 （所在地別セグメントの業績概要） 

① 日本 

 日本地域におきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業」と「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」を営んでおります。業績

の概況は、上記の種類別セグメント業績と同様であり、日本地域における売上高は1,432百万円となりました。 

 また、営業利益は５百万円となりました。 

② 北米 

 北米地域におきましては、売上高は北米市場開拓の遅れや日本との取引の減少等により113百万円となりまし

た。この減収の影響が大きく、４百万円の営業損失となりました。 

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と同水準の7,208百万円（前連結会計年度末比28百万円

の増加）となりました。これは主に、現金及び預金の増加80百万円、売掛金及び完成工事未収入金の減少174百万

円、たな卸資産の増加72百万円、その他流動資産の増加53百万円によるものであります。 

 負債合計は4,830百万円（前連結会計年度末比24百万円の減少）となりました。これは主に、前受金及び未成工

事受入金の増加282百万円、買掛金及び工事未払金の減少65百万円、長期借入金の減少53百万円、その他流動負債

の減少187百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、利益剰余金は減少したものの、評価・換算差額等が増加したことにより2,377百万円

（前連結会計年度末比52百万円の増加）となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,219百万円となり、前連

結会計年度末1,139百万円に対し80百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、148百万円（前第１四半期連結会計期間196

百万円の減少）となりました。 

 これは主に、減価償却費31百万円（前第１四半期連結会計期間29百万円）、売上債権の減少175百万円（前第１

四半期連結会計期間156百万円の減少）、前受金及び未成工事受入金の増加286百万円（前第１四半期連結会計期間

418百万円の増加）などの増加要因が、税金等調整前四半期純損失100百万円（前第１四半期連結会計期間64百万円

の損失）、たな卸資産の増加66百万円（前第１四半期連結会計期間294百万円の増加）、仕入債務の減少83百万円

（前第１四半期連結会計期間162百万円の減少）などの資金減少要因を上回ったこと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、５百万円（前第１四半期連結会計期間40百万円）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出１百万円（前第１四半期連結会計期間27百万円）などによるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は、102百万円（前第１四半期連結会計期間115百万円）となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済72百万円（前第１四半期連結会計期間65百万円）と配当金の支払28百万円（前第

１四半期連結会計期間50百万円）の資金減少要因などによるものであります。 

  

 サブプライム問題を震源とした世界不況の爪あとは深く、日本経済の牽引役である輸出業界が立ち直らない間は内

需関連業界の厳しい状況は続くと思われます。しかしながら、当社においては、昨年下半期より積極的な広告宣伝活

動を展開した結果、先行指標である来場数、商談数は昨年に対して大きく回復しているため、現時点では平成2１年

５月14日に発表した業績予想を据え置くことに致しました。 

 なお、今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  

 該当事項はありません。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）



  

  

（簡便な会計処理） 

 ① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ② 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、及び一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準について、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半

期連結会計期間に着手した一定基準以上の工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は1,106千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

173千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

② 税金費用の計算 

従来、税金費用については、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益にこれを乗じて計算する方法により行っておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の手法で重要な加算減算項目に限定する方法に変更し

ております。 

 この変更は、前各四半期連結会計期間において従来の方法で算定した税金費用を前連結会計年度の数値に

よって検証した結果、米国サブプライムローン問題に端を発した業績不透明感が拡大したことにより、見積

り数値と大幅な乖離がみられたことから、四半期連結会計期間に生じた経済実態を税金費用の計算に反映さ

せた方が投資家の判断に有用な情報になると考え、四半期連結会計期間の課税所得に対応する税金費用をよ

り正確に反映させるために行ったものであります。 

 この結果、当第１四半期連結期間の法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は△37,381千円

となり、従来の方法によった場合と比較して、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額（法人

税等）は1,414千円増加し、四半期純損失は同額増加し、繰延税金資産（流動資産その他）は3,655千円増加

し、繰延税金資産（投資その他の資産）は4,070千円減少し、未収法人税等（流動資産その他）は1,000千円

減少しております。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,219,986 1,139,716

売掛金及び完成工事未収入金 187,456 362,147

商品及び製品 178,623 238,693

仕掛品 21,307 10,661

原材料及び貯蔵品 157,902 128,082

販売用不動産 549,085 605,716

仕掛販売用不動産 4,965 19,836

未成工事支出金 373,576 209,744

その他 382,256 328,734

貸倒引当金 △1,942 △4,505

流動資産合計 3,073,218 3,038,828

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,989,695 2,985,890

その他 1,529,730 1,487,225

減価償却累計額 △719,865 △672,613

その他（純額） 809,865 814,612

有形固定資産合計 3,799,560 3,800,502

無形固定資産   

その他 38,848 42,823

無形固定資産合計 38,848 42,823

投資その他の資産   

その他 317,467 318,610

貸倒引当金 △20,874 △20,963

投資その他の資産合計 296,592 297,647

固定資産合計 4,135,001 4,140,972

資産合計 7,208,220 7,179,801



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金及び工事未払金 611,512 677,100

短期借入金 1,300,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 230,810 249,780

前受金及び未成工事受入金 1,348,624 1,065,737

アフターサービス引当金 46,729 60,287

賞与引当金 33,130 535

工事損失引当金 15,541 15,541

その他 235,951 423,596

流動負債合計 3,822,300 3,792,578

固定負債   

長期借入金 640,690 694,620

退職給付引当金 34,741 33,448

役員退職慰労引当金 158,050 163,453

その他 174,533 170,359

固定負債合計 1,008,015 1,061,881

負債合計 4,830,315 4,854,460

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,480 560,480

資本剰余金 618,925 618,925

利益剰余金 1,171,296 1,269,147

株主資本合計 2,350,701 2,448,552

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 55,920 △57,322

為替換算調整勘定 △28,716 △65,888

評価・換算差額等合計 27,203 △123,210

純資産合計 2,377,904 2,325,341

負債純資産合計 7,208,220 7,179,801



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,546,892 1,449,960

売上原価 1,060,759 988,110

売上総利益 486,132 461,849

販売費及び一般管理費 606,637 528,585

営業損失（△） △120,504 △66,736

営業外収益   

受取利息 2,094 1,186

為替差益 45,559 －

販売協力金 10,677 8,278

その他 1,984 3,628

営業外収益合計 60,315 13,092

営業外費用   

支払利息 6,855 9,994

為替差損 － 33,578

その他 62 276

営業外費用合計 6,917 43,849

経常損失（△） △67,106 △97,492

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,193 3,400

特別利益合計 2,193 3,400

特別損失   

事務所移転費用 － 6,027

特別損失合計 － 6,027

税金等調整前四半期純損失（△） △64,912 △100,118

法人税等 △33,172 △37,381

四半期純損失（△） △31,740 △62,737



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △64,912 △100,118

減価償却費 29,397 31,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,193 △2,652

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △8,006 △13,558

賞与引当金の増減額（△は減少） 55,295 32,595

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,185 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,260 1,292

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,896 △5,403

受取利息及び受取配当金 △2,094 △1,186

支払利息 6,855 9,994

売上債権の増減額（△は増加） 156,310 175,562

たな卸資産の増減額（△は増加） △294,231 △66,125

仕入債務の増減額（△は減少） △162,202 △83,580

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少
額）

418,638 286,451

その他 △165,387 △106,386

小計 △25,190 158,470

利息及び配当金の受取額 2,094 1,185

利息の支払額 △6,354 △10,229

法人税等の支払額 △167,310 △1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー △196,760 148,424

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △27,467 △1,017

有形固定資産の売却による収入 － 174

無形固定資産の取得による支出 △3,438 △879

貸付けによる支出 △2,000 －

貸付金の回収による収入 109 564

その他 △7,890 △4,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,686 △5,582

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） △200,000 －

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △65,500 △72,900

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △261

配当金の支払額 △50,281 △28,977

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,781 △102,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,153 39,566

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △319,074 80,269

現金及び現金同等物の期首残高 1,341,808 1,139,716

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,022,734 1,219,986



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

当第１四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．に記載の通り、当第１四

半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を

適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した一定基準以上の工事契約から、当第１四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法に比べると、ＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は1,106千円増加し、営業利益は

173千円増加しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
ＢＥＳＳ・
住宅事業 
（千円） 

ＢＥＳＳ・
タイムシェ
ア事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

（1）外部顧客に対する売上高  1,519,677  27,215  1,546,892  －  1,546,892

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,519,677  27,215  1,546,892  －  1,546,892

営業利益又は営業損失（△）  71,284  △40,327  30,957 (151,462)  △120,504

  
ＢＥＳＳ・
住宅事業 
（千円） 

ＢＥＳＳ・
タイムシェ
ア事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

（1）外部顧客に対する売上高  1,426,857  23,102  1,449,849  －  1,449,960

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  643  643  (643)  －

計  1,426,857  23,745  1,450,492  (643)  1,449,960

営業利益又は営業損失（△）  77,705  △19,511  58,083 (124,930)  △66,736

  事業区分 主要製品 

  BESS・住宅事業 ログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の販売等 

  BESS・タイムシェア事業 別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 



  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、北米（カナダ）であります。 

３．会計処理の方法の変更 

当第１四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．に記載の通り、当第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当第

１四半期連結会計期間に着手した一定基準以上の工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法に比べると、日本地域の売上高は1,106千円増加し、営業利益は173千円増加し

ております。  

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）において、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、

記載を省略しております。  

   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上高  1,534,238  12,654  1,546,892 －  1,546,892

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  227,300  227,300 (227,300)  －

計  1,534,238  239,955  1,774,193 (227,300)  1,546,892

営業利益又は営業損失（△）  △76,706  479  △76,226 (44,277)  △120,504

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                             

(1）外部顧客に対する売上高  1,432,237  17,722  1,449,960 －  1,449,960

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  95,400  95,400 (95,400)  －

計  1,432,237  113,123  1,545,360 (95,400)  1,449,960

営業利益又は営業損失（△）  5,721  △4,375  1,346 (68,082)  △66,736

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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