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■インデックス■インデックス

Ⅰ　Ⅰ　はじめにはじめに
　　 （（代表取締役社長代表取締役社長 兼兼 社長執行役員　西野社長執行役員　西野 弘弘））　　

ⅡⅡ　　20102010年年11月期月期 第第22四半期四半期決算決算レビューレビュー　　　　

　　 （（取締役取締役 兼兼 常務執行役員常務執行役員 柴田柴田 英夫）英夫）　　
　　　　■各指標の推移　　　　■各指標の推移
　　　　■　　　　■20102010年年11月期月期 第第22四半期業績の概況四半期業績の概況
　　　　■足元の状況と　　　　■足元の状況と20102010年年11月期業績見通し月期業績見通し

Ⅲ　今後のⅢ　今後の取組み取組み　　
　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　（代表取締役代表取締役社長社長 兼兼 社長執行役員社長執行役員　西野　西野 弘弘））　　

■■20102010年年11月期以降の取組み月期以降の取組み　　
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（（ 代表取締役社長代表取締役社長 兼兼 社長執行役員　西野社長執行役員　西野 弘弘 ））

■　■　はじめにはじめに　■　■
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◆はじめに◆はじめに

・消費者の住宅購買意欲の低迷・消費者の住宅購買意欲の低迷

・物件価格の下落・物件価格の下落

不動産業界不動産業界

・世界的金融市場の混乱・世界的金融市場の混乱

・欧米各国等における経済対策・欧米各国等における経済対策

・金融安定化策等の景気対策・金融安定化策等の景気対策

・生産、輸出の持直し・生産、輸出の持直し

・株式市況の底打ち感・株式市況の底打ち感

・雇用情勢の悪化・雇用情勢の悪化

・消費マインドの冷え込み・消費マインドの冷え込み

・世界景気の下振れ懸念・世界景気の下振れ懸念

経済状況経済状況

平成平成2020年　年　640,799640,799戸戸　　　　　　　　平成　　　　　　　　平成2211年　年　462,864462,864戸（前年同期比　▲戸（前年同期比　▲27.827.8％）％）

全国新設着工戸数（全国新設着工戸数（11月～月～77月）月）

平成平成2020年　　年　　33,65833,658戸戸　　　　　　　　平成　　　　　　　　平成2211年年　　 23,03323,033戸（前年同期比　▲戸（前年同期比　▲31.631.6％）％）

首都圏戸建分譲着工戸数（首都圏戸建分譲着工戸数（11月～月～77月）月）
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借入金
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たな卸資産
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◆◆20102010年年11月期上期の振り返り月期上期の振り返り

前期に引続き長期滞留在庫の消化による前期に引続き長期滞留在庫の消化による

・たな卸資産の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・販売費及び一般管理費の抑制

　　→28,203百万円（前期末比▲24,097百万円）　　　　　　→3,795百万円（前年同期比▲639百万円）

・借入金の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・営業外費用の抑制

　　→23,971百万円（前期末比▲13,839百万円）　　　　　　 → 460百万円（前年同期比▲321百万円）

・たな卸資産の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・販売費及び一般管理費の抑制・たな卸資産の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・販売費及び一般管理費の抑制

　　→　　→28,20328,203百万円（前期末比▲百万円（前期末比▲24,09724,097百万円）　　　　　　→百万円）　　　　　　→3,7953,795百万円（前年同期比▲百万円（前年同期比▲639639百万円）百万円）

・借入金の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・営業外費用の抑制・借入金の圧縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・営業外費用の抑制

　　→　　→23,97123,971百万円（前期末比▲百万円（前期末比▲13,83913,839百万円）　　　　　　百万円）　　　　　　 →→ 460460百万円（前年同期比▲百万円（前年同期比▲321321百万円）百万円）

営業外費用
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◆◆20102010年年11月期上期の振り返り月期上期の振り返り

第１四半期連結会計期間の着工物件から第１四半期連結会計期間の着工物件から

・仕様、性能を維持した購買手段の見直し

・施工手順、発注区分の変更

・工程管理の強化

・仕様、性能を維持した購買手段の見直し・仕様、性能を維持した購買手段の見直し

・施工手順、発注区分の変更・施工手順、発注区分の変更

・・工程管理の強化工程管理の強化

建築コスト建築コスト
低減低減

第第22四半期連結会計期間において四半期連結会計期間において

利益率の高い在庫の販売比率が上昇利益率の高い在庫の販売比率が上昇
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◆◆ 20102010年年11月期上期の業績月期上期の業績

売上高 21,521百万円

営業利益 638百万円

経常利益 450百万円

四半期純利益 421百万円

売上高売上高 21,52121,521百万円百万円

営業利益営業利益 638638百万円百万円

経常利益経常利益 450450百百万円万円

四半期純利益四半期純利益 421421百万円百万円

第第22四半期連結会計期間業績四半期連結会計期間業績 20102010年年11月期通期連結業績予想月期通期連結業績予想

売上高 78,500百万円

営業利益 2,851百万円

経常利益 1,255百万円

当期純利益 1,149百万円

期末配当金額　　　　　　　　　8円

売上高売上高 78,50078,500百万円百万円

営業利益営業利益 2,8512,851百万円百万円

経常利益経常利益 1,2551,255百百万円万円

当期純利益当期純利益 1,1491,149百万円百万円

期末配当金額　　　　　　　　　期末配当金額　　　　　　　　　88円円

第第22四半期連結累計期間業績四半期連結累計期間業績

売上高 47,347百万円　　　　（前年同期　売上高 47,056百万円）

営業利益 309百万円　　　　（前年同期　営業利益 186百万円）

経常損失 94百万円　　　　（前年同期　経常損失 532百万円）

四半期純損失 130百万円　　　　（前年同期　中間純損失 5,181百万円）

売上高売上高 47,34747,347百万円　　　　（前年同期　売上高百万円　　　　（前年同期　売上高 47,05647,056百万円）百万円）

営業利益営業利益 309309百万円　　　　（前年同期　営業利益百万円　　　　（前年同期　営業利益 186186百万円）百万円）

経常損失経常損失 9494百百万円　　　　（前年同期　経常損失万円　　　　（前年同期　経常損失 532532百万円）百万円）

四半期純損失四半期純損失 130130百万円　　　　（前年同期　中間純損失百万円　　　　（前年同期　中間純損失 5,1815,181百万円）百万円）
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◆継続企業の疑義に関する経過報告◆継続企業の疑義に関する経過報告

経営改善策経営改善策

「「エリア戦略」エリア戦略」 「販売政策」「販売政策」

「価格政策」「価格政策」 「仕入政策」「仕入政策」

戸建住宅分譲事業において戸建住宅分譲事業において

・従来の事業モデルへの回帰促進

　→小規模区画で低価格帯の物件の早期着工・早期販売

・在庫回転期間の短縮、新規物件の在庫割合増加

　→中長期在庫の適正な評価減と早期売却を実施

・従来の事業モデルへの回帰促進・従来の事業モデルへの回帰促進

　→小規模区画で低価格帯の物件の早期着工・早期販売　→小規模区画で低価格帯の物件の早期着工・早期販売

・在庫回転期間の短縮、新規物件の在庫割合増加・在庫回転期間の短縮、新規物件の在庫割合増加

　→中長期在庫の適正な評価減と早期売却を実施　→中長期在庫の適正な評価減と早期売却を実施
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◆継続企業の疑義に関する経過報告◆継続企業の疑義に関する経過報告

経営合理化策経営合理化策
生産拠点の見直し生産拠点の見直し

・生産本部組織変更

　→プロジェクトの一元管理体制の強化

・業務効率の向上

　→工期短縮

・生産本部組織変更・生産本部組織変更

　→プロジェクトの一元管理体制の強化　→プロジェクトの一元管理体制の強化

・業務効率の向上・業務効率の向上

　→工期短縮　→工期短縮

希望退職制度実施希望退職制度実施

・人員体制の適正化

・人件費の削減

・人員体制の適正化・人員体制の適正化

・人件費の削減・人件費の削減

建築コストの低減建築コストの低減

・仕様及び性能を維持しながら

　購買手段の見直し

・施工手順、発注区分の変更

・工程管理の強化

・仕様及び性能を維持しながら・仕様及び性能を維持しながら

　購買手段の見直し　購買手段の見直し

・施工手順、発注区分の変更・施工手順、発注区分の変更

・工程管理の強化・工程管理の強化

資金面資金面

・業績回復により資金繰りが安定

・主要な金融機関より継続支援の同意

　→今後の資金繰りについての

　　 懸念も解消しているものと判断

・業績回復により資金繰りが安定・業績回復により資金繰りが安定

・主要な金融機関より継続支援の同意・主要な金融機関より継続支援の同意

　　→今後の資金繰りについての→今後の資金繰りについての

　　　　 懸念も解消しているものと判断懸念も解消しているものと判断
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事象又は状況は全て解消事象又は状況は全て解消
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◆商品品質向上への取組み◆商品品質向上への取組み

ブルーミングガーデン「省ブルーミングガーデン「省CO2CO2住宅」住宅」

国土交通省

「平成21年度第1回住宅・建築物省CO2推進モデル事業」に採択

国土交通省国土交通省

「平成「平成2121年度第年度第11回住宅・建築物省回住宅・建築物省CO2CO2推進モデル事業」に採択推進モデル事業」に採択

環境共生住宅供給戸数環境共生住宅供給戸数

戸建住宅部門において全国第4位

首都圏においての供給シェアは22%

戸建住宅部門において全国第戸建住宅部門において全国第44位位

首都圏においての供給シェアは首都圏においての供給シェアは22%22%

＊財団法人　建築環境・省エネルギー機構　調べ＊財団法人　建築環境・省エネルギー機構　調べ

長期優良住宅長期優良住宅

品確法に対応　・・・　すべての住宅で設計・建設住宅性能評価書を取得

　⇒品確法の性能表示制度を基準としているため、すでに当社では認定基準をほぼ満たしている

品確法に対応　・・・　すべての住宅で設計・建設住宅性能評価書を取得品確法に対応　・・・　すべての住宅で設計・建設住宅性能評価書を取得

　⇒　⇒品確法の性能表示制度を基準としているため、すでに当社では認定基準をほぼ満たしている品確法の性能表示制度を基準としているため、すでに当社では認定基準をほぼ満たしている

ブルーミングガーデン「エコ住宅」ブルーミングガーデン「エコ住宅」

「省CO2住宅」と「長期優良住宅」

2つの機能を兼ね備えた

高性能分譲住宅

「省「省CO2CO2住宅」と「長期優良住宅」住宅」と「長期優良住宅」

22つの機能を兼ね備えたつの機能を兼ね備えた

高性能分譲住宅高性能分譲住宅 平成平成1212年年

国交省国交省
品確法の施行品確法の施行

政策の目標地点政策の目標地点

平成平成2121年年

住宅性能表示制度への対応開始住宅性能表示制度への対応開始

環境共生住宅「環境共生住宅「Blooming GardenBlooming Garden・・EcoEco」」の展開の展開

ブルーミング・ガーデン「省ブルーミング・ガーデン「省CO2CO2住宅」の展開住宅」の展開

当
社
の
対
応
レ
ベ
ル

当
社
の
対
応
レ
ベ
ル

国
の
要
請
レ
ベ
ル

国
の
要
請
レ
ベ
ル

当社の政策への対応当社の政策への対応
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高高

低低

平成平成1212年年

国交省国交省
品確法の施行品確法の施行

政策の目標地点政策の目標地点

平成平成2121年年

住宅性能表示制度への対応開始住宅性能表示制度への対応開始

環境共生住宅「環境共生住宅「Blooming GardenBlooming Garden・・EcoEco」」の展開の展開

ブルーミング・ガーデン「省ブルーミング・ガーデン「省CO2CO2住宅」の展開住宅」の展開
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◆新規事業への取組み（戸建賃貸事業）◆新規事業への取組み（戸建賃貸事業）

低価格ながら高利回りの戸建賃貸経営システム低価格ながら高利回りの戸建賃貸経営システム低価格ながら高利回りの戸建賃貸経営システム 趣味をテーマにした住宅趣味をテーマにした住宅趣味をテーマにした住宅

商談に時間と手間を要するものの商談に時間と手間を要するものの
仕組みと商品には高い評価仕組みと商品には高い評価

今期後半より徐々に収益へ貢献する見込み今期後半より徐々に収益へ貢献する見込み
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◆グループ会社の概況◆グループ会社の概況

東栄住宅の契約件数減少の影響

　→ アフターサービス、定期点検業務等の維持管理業務売上が減少

新築請負受注の増加

　→ 経費の見直し等により利益計上

東栄住宅の契約件数減少の影響東栄住宅の契約件数減少の影響

　　→→ アフターサービス、定期点検業務等の維持管理業務売上が減少アフターサービス、定期点検業務等の維持管理業務売上が減少

新築請負受注の増加新築請負受注の増加

　→　→ 経費の見直し等により利益計上経費の見直し等により利益計上

上期業績の概況上期業績の概況

下期以降に向けて下期以降に向けて

抜本的な改革抜本的な改革

リフォームリフォーム
事業の強化事業の強化 事業の再構築事業の再構築

　　ティ・ジェイティ・ジェイ ホームサービス（株）ホームサービス（株）
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■■ 20102010年年11月期月期 第第22四半期決算四半期決算レビューレビュー

Ⅱ　Ⅱ　20102010年年11月期月期 第第22四半期四半期決算決算レビューレビュー

　　　　

　　 （（ 取締役取締役 兼兼 常務執行役員常務執行役員 　柴田　柴田 英夫英夫 ））　　
　　　　　　

■■各指標の推移各指標の推移
　　　　　　　　　　　　 ■■20102010年年11月期月期 第第22四半期業績四半期業績のの概況概況

　■　■足元の状況と足元の状況と20102010年年11月期業績見通し月期業績見通し
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■各指標■各指標の推移の推移

08/7 09/7 増減

全国住宅着工戸数 640,799戸 462,864戸 -177,935戸
国土交通省　建築着工統計
調査報告より

（09/1～7）

首都圏戸建分譲住宅着工戸数 33,658戸 23,033戸 -10,625戸
国土交通省　建築着工統計
調査報告より

（09/1～7）

首都圏マンション分譲住宅着工戸数 63,262戸 27,977戸 -35,285戸
国土交通省　建築着工統計
調査報告より

（09/1～7）

当社戸建住宅の着工戸数 1,371戸 671戸 -700戸
昨年の完成在庫過多による
一時的な仕入抑制、着工調整の影響

（09/1～7）

首都圏着工戸数シェア 3.7% 2.6% -1.1P （09/1～7）

現場規模平均戸数 4.4戸 5.0戸 0.6戸 （09/2～7）

平均土地面積 42.0坪 40.3坪 -1.7坪
在庫バランスを16号線内側：外側で

2:1に調整
（09/2～7）

平均建物面積 30.8坪 29.9坪 -0.9坪
在庫バランスを16号線内側：外側で

2:1に調整
（09/2～7）

自社販売比率（売上高） 46.7% 44.4% -2.3P
59期1Q　44.2%
59期2Q　44.7%

（09/2～7）

販売件数実績（戸建） 1,142戸 1,186戸 44戸 今期 リモデル3戸含む （09/2～7）

平均販売価格（戸建） 3,619万円 3,382万円 -236万円
建物売価の減少
地価の下落に伴った価格調整

（09/2～7）

販売件数実績（土地） 74区画 77区画 3区画 （09/2～7）

平均販売価格（土地） 2,586万円 3,175万円 588万円
16号線内側の土地販売による
平均販売価格上昇

（09/2～7）

販売件数実績（マンション） 52戸 122戸 70戸 （09/2～7）

平均販売価格（マンション） 2,867万円 2,886万円 19万円 （09/2～7）

40歳未満顧客層 70.7% 70.3% ‐0.4P （09/2～7）

備考
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■業績の概況◆■業績の概況◆P/LP/L要旨（連結）要旨（連結）

売上高の増加売上高の増加　　　　
　　+291+291百万円百万円　　

販管費の減少販管費の減少
　▲　▲639639百万円百万円

営業利益の増加営業利益の増加
　　+123+123百万円　　百万円　　

売上総利益の増加売上総利益の増加　　　　
　　+747+747百万円百万円

営業利益・経常利益・四半期純利益の黒字化営業利益・経常利益・四半期純利益の黒字化
　営業利益　営業利益 +968+968百万円　百万円　

　経常利益　経常利益 +995+995百万円百万円

　四半期純利益　四半期純利益 +974+974百万円百万円

　　経営合理化策の効果が表れ始める経営合理化策の効果が表れ始める

（百万円）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 予想金額 差

売上高 47,056 100.0% 47,347 100.0% 291 - 47,409 -61
　売上総利益 4,621 9.8% 4,105 8.7% -515 -1.1P 4,807 -701

販売費及び一般管理費 4,434 9.4% 3,795 8.0% -639 -1.4P 3,861 -65
　営業利益 186 0.4% 309 0.7% 123 0.3P 945 -635

営業外損益 -718 -1.5% -403 -0.9% 314 0.6P -864 460
　　経常利益 -532 -1.1% -94 -0.2% 438 0.9P 81 -175

四半期純利益 -5,181 -11.0% -130 -0.3% 5,050 10.7P 63 -193

期首予想09/7 増減08/7

（百万円）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

売上高 25,826 100.0% 21,521 100.0% -4,305 -

　売上総利益 1,679 6.5% 2,426 11.3% 747 4.8P

販売費及び一般管理費 2,008 7.8% 1,787 8.3% -221 0.5P

　営業利益 -329 -1.3% 638 3.0% 968 4.3P

営業外損益 -215 -0.8% -188 -0.9% 26 -0.1P

　　経常利益 -544 -2.1% 450 2.1% 995 4.2P

四半期純利益 -552 -2.1% 421 2.0% 974 4.1P

1Q 2Q 増減
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■■業績の概況◆事業別・エリア別　販売実績業績の概況◆事業別・エリア別　販売実績（前年同期比）（前年同期比）

総売上高総売上高
47,34747,347百万円（百万円（ 前年同期比前年同期比+0.6+0.6％）％）
増加の主な要因増加の主な要因は、は、マンション販売件数の増加マンション販売件数の増加

戸建戸建住宅住宅　　　　

　　累積販売棟数　累積販売棟数　37,00037,000棟棟達成達成
土地土地　　　　　　　　　　　　
　　1616号内側の土地販売による平均販売価格増加号内側の土地販売による平均販売価格増加

マンションマンション
　　千葉ニュータウン小倉台プロジェクト千葉ニュータウン小倉台プロジェクト 5858戸販売戸販売
　多摩中沢プロジェクト　多摩中沢プロジェクト 6464戸販売戸販売

※※09/709/7　中古再生住宅は戸建住宅に含めております。　中古再生住宅は戸建住宅に含めております。

※※09/709/7　中京は神奈川に含めております。　中京は神奈川に含めております。

件数
売上高

（百万円）
平均販売価格

（万円）
件数

売上高
（百万円）

平均販売価格

（万円）
件数

売上高
（百万円）

平均販売価格

（万円）

東京 317 14,211 4,483 446 17,937 4,021 129 3,725 -461
埼玉 342 9,759 2,853 334 8,695 2,603 -8 -1,063 -250

神奈川 330 12,761 3,867 302 10,392 3,441 -28 -2,368 -425
千葉 125 3,639 2,911 104 3,095 2,976 -21 -544 64
中京 28 958 3,424 0 0 - -28 -958 -
合計 1,142 41,330 3,619 1,186 40,121 3,382 44 -1,209 -236

08/7 09/7 増減

（連結ベース比較）

件数
金額

（百万円）
件数

金額
（百万円）

件数
金額

（百万円）

　戸建住宅 1,142 41,330 1,186 40,121 44 -1,209
　土　　　地 74 1,914 77 2,444 3 530

（土地分譲） (59) (1,504) (62) (2,070) (3) (566)
（建築条件付売地） (15) (410) (15) (374) (0) (-35)

マンション 52 1,490 122 3,521 70 2,030
中古再生住宅 29 736 0 0 -29 -736

　計 1,297 45,472 1,385 46,087 88 615
1,202 948 -254

243 206 -37
137 105 -31

47,056 47,347 291合　計

不 動 産
分譲事業

その他事業

不動産賃貸事業

建築請負事業

09/708/7 増減
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■■業績の概況◆事業別・エリア別　販売実績業績の概況◆事業別・エリア別　販売実績（１（１Q2QQ2Q比）比）

件数
売上高

（百万円）
平均販売価格

（万円）
件数

売上高
（百万円）

平均販売価格

（万円）
件数

売上高
（百万円）

平均販売価格

（万円）

東京 269 11,117 4,132 177 6,820 3,853 -92 -4,297 -279
埼玉 206 5,496 2,667 128 3,199 2,499 -78 -2,296 -168

神奈川 145 4,900 3,379 157 5,491 3,498 12 591 118
千葉 59 1,636 2,772 45 1,459 3,243 -14 -176 470

計 679 23,150 3,409 507 16,971 3,347 -172 -6,179 -62

1Q 2Q 増減

（連結ベース比較）

件数
金額

（百万円）
件数

金額
（百万円）

件数
金額

（百万円）

　戸建住宅 679 23,150 507 16,971 -172 -6,179
　土　　　地 27 784 50 1,660 23 875

（土地分譲） (24) (702) (38) (1,368) (14) (666)
（建築条件付売地） (3) (82) (12) (291) (9) (209)

マンション 47 1,303 75 2,218 28 915
　計 753 25,238 632 20,849 -121 -4,388

428 519 91
104 101 -2
55 49 -5

25,826 21,521 -4,305

建築請負事業

その他事業

合　計

不動産賃貸事業

不 動 産
分譲事業

増減1Q 2Q
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■業績の概況◆■業績の概況◆販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の減少販売費及び一般管理費の減少　　　　　　▲▲639639百万円（▲百万円（▲14.414.4％）％）

　広告宣伝費の減少　▲　広告宣伝費の減少　▲125125百万円（チラシ百万円（チラシ・・モデルルーム費等）モデルルーム費等）

　人件費の減少　　　▲　人件費の減少　　　▲332332百万円（経営合理化策による人員の減少等）百万円（経営合理化策による人員の減少等）

　その他経費の減少　▲　その他経費の減少　▲298298百万円（経営合理化策による営業所閉鎖に係る支店経費減少及び百万円（経営合理化策による営業所閉鎖に係る支店経費減少及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税・性能保証住宅登録費用の減少等）　　　　　　　　　　　　　　　　　消費税・性能保証住宅登録費用の減少等）

　　経営合理化策の効果が　　経営合理化策の効果が
表れ始める　　　　　　表れ始める　　　　　　

（単位：百万円）

08/7 構成比
（％）

09/7 構成比
（％）

金額 構成比

4,434 100.0 3,795 100.0 -639 -
支払手数料 779 17.6 897 23.6 117 6.0P

広告宣伝費 771 17.4 646 17.0 -125 -0.4P

人 件 費 1,561 35.2 1,229 32.5 -332 -2.8P

そ の 他 1,321 29.8 1,022 26.9 -298 -2.9P

（連結） 増減

販売費及び一般管理費

（単位：百万円）

1Q 構成比
（％）

2Q 構成比
（％）

金額 構成比

2,008 100.0 1,787 100.0 -221 -
支払手数料 488 24.3 409 22.9 -79 -1.4P

広告宣伝費 354 17.7 291 16.3 -63 -1.4P

人 件 費 663 33.0 566 31.6 -97 -1.3P

そ の 他 501 25.0 521 29.2 19 4.2P

増減

販売費及び一般管理費

（連結）
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■業績の概況◆■業績の概況◆営業外損益営業外損益

営業外費用の減少営業外費用の減少　　　　　　　　　　▲▲321321百万円（▲百万円（▲41.141.1％）％）

　　・　　・借入平均残高（当第借入平均残高（当第22四半期連結累計期間四半期連結累計期間））
　　　　　　　　　　　　29,56729,567百万円（前年同期比　　▲百万円（前年同期比　　▲45,82345,823百万円）百万円）

　　・平均利率　　・平均利率
　　　　　　　　　　　　2.782.78％（前年同期比％（前年同期比 +1.3+1.3PP））

経常利益（当第経常利益（当第22四半期連結累計期間）四半期連結累計期間）

　　▲　　▲9494百万円百万円

特別損失（当第特別損失（当第22四半期連結累計期間）四半期連結累計期間）

　　　・投資有価証券評価損　　　　　　　　　　　・投資有価証券評価損　　　　　　　　　　1515百万円百万円
　　・固定資産売却損　　　　　　　　　　　　　　　・固定資産売却損　　　　　　　　　　　　　 33百万円百万円

　　・会員権評価損　　・会員権評価損 11百万円百万円

　　・減損損失　　・減損損失 00百万円　百万円　

（単位：百万円）

1Q 2Q 金額

23 32 9
239 221 -17

支 払 利 息 220 186 -34
融資手数料 1 0 -0
そ の 他 17 33 16

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

（連結） 増減

08/7 09/7 金額

63 56 -6
782 460 -321

支 払 利 息 558 407 -150
融資手数料 151 1 -149
そ の 他 72 50 -21

営 業 外 費 用

営 業 外 収 益

（連結） 増減
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（単位：百万円）

09/1 09/7 増減 09/1 09/7 増減

流動資産 55,826 39,496 -16,330 流動負債 43,663 27,633 -16,029
現金及び預金 3,088 10,822 7,733 支払手形及び営業未払金 6,432 4,198 -2,234
販売用不動産 30,666 5,442 -25,224 短期借入金（注） 35,372 21,747 -13,625
仕掛販売用不動産 19,733 20,510 777 未払法人税等 43 34 -9
未成工事支出金 1,861 2,215 354 その他 1,814 1,653 -160
原材料及び貯蔵品 39 34 -5 固定負債 4,052 3,635 -416
その他 436 470 33 負債合計 47,715 31,269 -16,446

固定資産 15,657 15,487 -169
有形固定資産 14,680 14,427 -253 09/1 09/7 増減

無形固定資産 141 307 166 資本金 7,809 7,809 -
投資その他の資産 835 753 -82 資本剰余金 8,101 8,101 -

資産合計 71,483 54,983 -16,500 利益剰余金 7,898 7,767 -130 
その他 -40 36 77
純資産合計 23,768 23,714 -53 
負債・純資産合計 71,483 54,983 -16,500 

自己資本比率 33.2% 43.1% 9.9P

（注）　短期借入金には１年内返済予定の長期借入金が含まれております。

科　　　目 科　　　目

科　　　目

■業績の概況■業績の概況 ◆◆B/SB/S要旨（連結）要旨（連結）

総資産総資産
　　　　販売用不動産の減少により、▲販売用不動産の減少により、▲16,50016,500百万円百万円

　　
総資産に占める有利子負債の割合総資産に占める有利子負債の割合
　　　　前期末前期末 52.9%52.9%
　　　　当第当第22四半期末四半期末　　　　　　　　 43.6%43.6%
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■業績の概況◆仕入契約時期別　在庫と販売状況（戸建）■業績の概況◆仕入契約時期別　在庫と販売状況（戸建）

在庫状況

販売状況 第2四半期累計期間 粗利率

56期以前仕入契約分 5.4
57期仕入契約分 3.3
58期仕入契約分 11.6
59期仕入契約分 20.3

下期販売可能在庫
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　　戸数戸数　　　　　　583583戸　　　　　　　　　戸　　　　　　　　　売上高売上高　　　　20,68620,686百万円百万円

足元の状況足元の状況足元の状況 　（　（単体ベース　平成単体ベース　平成2121年年99月月2121日現在）日現在）

※戸建住宅に土地・リモデルを含む

■足元の状況と■足元の状況と20102010年年11月期業績見通し月期業績見通し
（単体）

上期実績 下期予想 通期

売 上 高 46,606 30,344 76,950
売上原価 42,555 24,860 67,415

売上総利益 4,051 5,484 9,535
販売費及び一般管理費 3,675 3,180 6,855

営業利益 376 2,304 2,680
営業外損益 -407 -1,168 -1,575 

経常利益 -30 1,135 1,105
当期純利益 -76 1,146 1,070

戸建住宅（戸） 1,263 904 2,167
ﾏﾝｼｮﾝ分譲（戸） 122 19 141

売上総利益率（％） 8.7 18.1 12.4

（連結） （単位：百万円）

上期実績 下期予想 通期

売 上 高 47,347 31,153 78,500
売上原価 43,242 25,396 68,638

売上総利益 4,105 5,757 9,862
販売費及び一般管理費 3,795 3,216 7,011

営業利益 309 2,542 2,851
営業外損益 -403 -1,193 -1,596

経常利益 -94 1,349 1,255
当期純利益 -130 1,279 1,149
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■今後の■今後の取組み取組み

　　　　　　Ⅲ　今後のⅢ　今後の取組み取組み　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（ 代表取締役社長代表取締役社長 兼兼 社長執行役員　西野社長執行役員　西野 弘弘 ））　　

　　　　　　　　　　　　 ■■20102010年年11月期以降の取組み月期以降の取組み　　　　　　　　　　
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◆◆ 20102010年年11月期以降の取組み月期以降の取組み

持続的、安定的成長のための重視項目持続的、安定的成長のための重視項目
新たな成長カーブを描く新領域へ進出新たな成長カーブを描く新領域へ進出

3.3.収収 益益 率　率　

2.2.グロス利益　グロス利益　

1.1.資本回転率　資本回転率　

最重視項目最重視項目

事業の選択と集中事業の選択と集中

既存事業の安定性確保既存事業の安定性確保

アクションアクション

新たな成長カーブを描く為新たな成長カーブを描く為
の新領域への進出の新領域への進出
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◆◆ 20102010年年11月期以降の取組み（既存事業の安定性確保）月期以降の取組み（既存事業の安定性確保）

たな卸在庫たな卸在庫
　戸建　戸建 1,5311,531戸戸
　マンション　マンション 完売完売

有利子負債有利子負債
245245億円億円

たな卸資産回転率たな卸資産回転率
1.91.9回転回転

現在現在
たな卸在庫にたな卸在庫に
若干の不足感若干の不足感

当面当面
一定の基準の中で一定の基準の中で

仕入を積極化仕入を積極化

厳選した土地仕入厳選した土地仕入
建築コストの低減建築コストの低減

下期計上予定契約物件下期計上予定契約物件
平均粗利率　　平均粗利率　　18%18%以上以上

当面当面
当初計画を超えた水準を当初計画を超えた水準を

維持できる模様維持できる模様

営業社員営業社員11人当り生産性人当り生産性
昨年対比　約昨年対比　約38%38%改善改善

自社契約広告費自社契約広告費
昨年対比　約昨年対比　約22%22%削減削減

いち早くいち早く
新商品を市場へ投入新商品を市場へ投入
更地段階での集客更地段階での集客UPUP

契約歩留の上昇契約歩留の上昇
値引・追加宣伝費の抑制値引・追加宣伝費の抑制

88月末現在月末現在 収益率収益率 販売管理費販売管理費
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◆◆ 20102010年年11月期以降の取組み（事業の選択と集中と集中）月期以降の取組み（事業の選択と集中と集中）

多摩中沢多摩中沢
プロジェクトプロジェクト

千葉ＮＴ小倉台千葉ＮＴ小倉台
プロジェクトプロジェクト

竣工済みマンションは竣工済みマンションは20092009年年88月をもって全戸完売月をもって全戸完売

当面未着工のマンションプロジェクトは凍結し当面未着工のマンションプロジェクトは凍結し
戸建関連事業へ資本を集中投下戸建関連事業へ資本を集中投下

20092009年年11月期月期 20102010年年11月期上期月期上期 20102010年年11月期下期月期下期

未着工プロジェクト未着工プロジェクト
商品企画・着工時期を慎重に検討商品企画・着工時期を慎重に検討

竣工済プロジェクト完売竣工済プロジェクト完売
千葉千葉NTNT小倉台小倉台

プロジェクトプロジェクト

多摩中沢多摩中沢
プロジェクトプロジェクト

海浜幕張海浜幕張
プロジェクトプロジェクト

南流山南流山
プロジェクトプロジェクト
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◆◆ 20102010年年11月期以降の取組み（新領域）月期以降の取組み（新領域）

賃貸請負事業賃貸請負事業

完成と同時に全戸入居し高利回りを確保完成と同時に全戸入居し高利回りを確保 オーナーが所有する土地の有効活用オーナーが所有する土地の有効活用

多数の戸建分譲住宅供給実績、良質廉価な商品の提供が出来る優位性をもつ多数の戸建分譲住宅供給実績、良質廉価な商品の提供が出来る優位性をもつ
当社ならではのスキーム当社ならではのスキーム

入居後の入居後の
アフターサービス体制アフターサービス体制

法人様から、当社をご選択いただけるケースが増えてきた法人様から、当社をご選択いただけるケースが増えてきた

高い基本性能を高い基本性能を
低価格で提供できる生産体制低価格で提供できる生産体制

法人請負事業法人請負事業

「「趣暮」モデルハウス（世田谷区玉堤）趣暮」モデルハウス（世田谷区玉堤）


