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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 12,349 38.7 △1,174 ― △1,617 ― △1,623 ―

20年12月期第3四半期 8,907 △27.9 △128 ― △554 ― △563 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 △72.19 ―

20年12月期第3四半期 △25.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第3四半期 41,554 1,968 4.7 87.55
20年12月期 50,437 3,592 7.1 159.73

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  1,968百万円 20年12月期  3,592百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 23,000 67.3 △1,400 ― △2,000 ― △2,000 ― △88.95
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

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

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(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 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と大きく
異なる結果となる可能性があります。 
 上記業績予想に関する事項につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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12月期第3四半期 22,513,000株 20年12月期  22,513,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  28,111株 20年12月期  24,525株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 22,486,364株 20年12月期第3四半期 22,491,457株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的金融危機がもたらした経済環境の悪化による
景気の後退局面がようやく底入れし、製造業を中心に生産や輸出がやや持ち直すなど、景気回復への期待
が高まっていますが、一方で企業の雇用環境は依然厳しい状況にあり、賃金の低下や雇用の先行き不安に
よる個人消費の低迷が続き、景気の本格回復にはまだ相当の時間を要するものと予想されます。 
このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高123億４千９百万円（前

年同期比38.7％増）、営業損失11億７千４百万円（前年同期は営業損失１億２千８百万円）、経常損失16
億１千７百万円（前年同期は経常損失５億５千４百万円）、四半期純損失16億２千３百万円（前年同期は
四半期純損失５億６千３百万円）となりました。 
  
  セグメント別の売上高の状況 

 
  

（財政状態） 
当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、415億５千４百万円（前連結会計年度末比88億８千３百

万円減）となりました。流動資産は、たな卸資産の減少、信託受益権の減少等により、353億５千４百万
円（同87億７千１百万円減）、固定資産は62億円（同１億１千１百万円減）となりました。  
負債につきましては、流動負債が357億４千３百万円（同22億５千４百万円減）、固定負債が38億４千

２百万円（同50億５百万円減）となりました。これは主に仕入債務が減少したことによるものでありま
す。  
また、純資産は四半期純損失の計上により、19億６千８百万円（同16億２千３百万円減）となり、その

結果、自己資本比率は4.7％（同2.4ポイント減）となりました。 
  
（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ７億２千６百万円減少し、12億２千５百万円となりました。 
 この資金の減少は主として以下の要因によるものであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失の計上や仕入債務の減少により資金

が減少したものの、たな卸資産の減少や信託受益権の減少により３億１千４百万円の増加となりました。
 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金への預入れ、固定資産の取得などにより７千万円の減
少となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済により９億７千１百万円の減少となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

セグメントの種類

当第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 （自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日） 至 平成21年９月30日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

不動産販売事業 2,806 86.2 11,011 89.2

賃貸事業 209 6.4 598 4.8

販売代理・仲介事業 144 4.4 438 3.6

その他の事業 96 3.0 301 2.4

計 3,256 100.0 12,349 100.0

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の見通しにつきましては、平成21年８月10日の第２四半期決算発表時の業績予想通りに推移するも
のと予測しており、変更を行っておりません。 
なお、業績等に与えるリスク等については、 近の有価証券報告書（平成21年３月26日提出）による記

載内容から重要な変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
・固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産に関しては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
 該当事項はありません。 

  

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 
 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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

６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適
用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま
す。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しております。 
 この変更による影響はありません。 

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
 (1)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,275,420 1,952,300

受取手形及び売掛金 111,603 88,457

有価証券 39,997 －

販売用不動産 10,635,693 17,527,330

仕掛販売用不動産 12,518,363 13,551,952

開発用不動産 9,635,732 7,791,238

その他 1,162,046 3,232,266

貸倒引当金 △24,682 △17,618

流動資産合計 35,354,175 44,125,927

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,618,446 1,648,156

土地 3,105,459 3,105,459

その他（純額） 34,480 39,399

有形固定資産合計 4,758,386 4,793,015

無形固定資産   

借地権 243,286 243,286

その他 48,277 56,651

無形固定資産合計 291,564 299,938

投資その他の資産   

投資有価証券 547,891 565,669

その他 602,511 653,290

投資その他の資産合計 1,150,403 1,218,960

固定資産合計 6,200,353 6,311,914

資産合計 41,554,529 50,437,841
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 65,032 6,569,552

短期借入金 18,700,000 11,070,000

1年内返済予定の長期借入金 15,570,000 19,200,000

未払法人税等 9,911 7,651

前受金 719,215 517,429

預り金 227,300 354,215

その他 452,110 279,081

流動負債合計 35,743,571 37,997,929

固定負債   

長期借入金 2,730,000 7,700,000

退職給付引当金 422,773 484,392

繰延税金負債 576 634

その他 689,020 662,710

固定負債合計 3,842,369 8,847,736

負債合計 39,585,941 46,845,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 307,631 307,631

利益剰余金 △1,333,122 290,200

自己株式 △6,860 △6,569

株主資本合計 1,967,648 3,591,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 939 912

評価・換算差額等合計 939 912

純資産合計 1,968,587 3,592,175

負債純資産合計 41,554,529 50,437,841
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 (2)四半期連結損益計算書 
  （第３四半期連結累計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

不動産売上高 11,011,350

その他の事業収入 1,338,389

売上高合計 12,349,739

売上原価  

不動産売上原価 10,771,167

その他の事業原価 497,030

売上原価合計 11,268,197

売上総利益 1,081,542

販売費及び一般管理費 2,255,919

営業損失（△） △1,174,377

営業外収益  

受取利息 2,289

受取賃貸料 51,586

持分法による投資利益 23,821

その他 47,815

営業外収益合計 125,513

営業外費用  

支払利息 494,993

その他 73,765

営業外費用合計 568,759

経常損失（△） △1,617,623

税金等調整前四半期純損失（△） △1,617,623

法人税、住民税及び事業税 5,699

法人税等合計 5,699

四半期純損失（△） △1,623,323
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（第３四半期連結会計期間） 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高  

不動産売上高 2,806,216

その他の事業収入 450,557

売上高合計 3,256,773

売上原価  

不動産売上原価 2,811,802

その他の事業原価 163,419

売上原価合計 2,975,221

売上総利益 281,551

販売費及び一般管理費 614,760

営業損失（△） △333,209

営業外収益  

受取利息 511

受取賃貸料 15,082

持分法による投資利益 25,817

その他 5,220

営業外収益合計 46,631

営業外費用  

支払利息 158,460

その他 31,900

営業外費用合計 190,360

経常損失（△） △476,938

税金等調整前四半期純損失（△） △476,938

法人税、住民税及び事業税 1,899

法人税等合計 1,899

四半期純損失（△） △478,838
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 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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（△） △1,617,623

減価償却費 61,107

引当金の増減額（△は減少） △54,554

固定資産除却損 6,030

受取利息及び受取配当金 △2,289

支払利息 494,993

持分法による投資損益（△は益） △23,821

売上債権の増減額（△は増加） △23,146

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,080,732

仕入債務の増減額（△は減少） △6,504,520

信託受益権の増減額（△は増加） 1,677,689

その他 633,190

小計 727,787

利息及び配当金の受取額 3,292

利息の支払額 △407,368

法人税等の支払額 △8,814

営業活動によるキャッシュ・フロー 314,897

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

固定資産の取得による支出 △20,963

その他 339

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,623

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） 7,630,000

長期借入れによる収入 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △11,400,000

その他 △1,153

財務活動によるキャッシュ・フロー △971,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △726,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,952,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,225,420
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な内容 
   事業区分は、事業内容を勘案して、下記のとおり分類いたしました。 

    (1) 不動産販売  ……中高層集合住宅・ビル及び店舗の開発及び分譲等 
    (2) 賃貸     ……住宅・店舗及び駐車場の賃貸 
    (3) 販売代理・仲介……分譲マンション等の販売受託及び売買賃貸斡旋業務 
    (4) その他    ……分譲マンションに係る付帯事業等 
〔所在地別セグメント情報〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

不動産販売 

（千円）

賃貸 

（千円）

販売代理・ 

仲介（千円）

その他 

（千円）

計 

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結 

（千円）

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 11,011,350 598,301 438,109 301,979 12,349,739 ─ 12,349,739
 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ 11,282 4,364 102,899 118,546 (118,546)

計 11,011,350 609,583 442,474 404,878 12,468,286 (118,546) 12,349,739

営業利益又は営業損失（△） △1,124,334 159,094 56,994 67,652 △840,592 (333,784) △1,174,377

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 
  

  

  

「参考資料」

科  目

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期）  

金額（千円）

Ⅰ 売上高 8,907,067

Ⅱ 売上原価 6,833,227

   売上総利益 2,073,839

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,202,096

   営業損失（△） △128,256

Ⅳ 営業外収益 69,456

Ⅴ 営業外費用 495,816

   経常損失（△） △554,616

   税金等調整前四半期純損失（△） △554,616

   法人税、住民税及び事業税 8,457

      四半期純損失（△） △563,073
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

前年同四半期

（平成20年12月期

第３四半期）  

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失（△） △ 554,616

   減価償却費 68,659 

   引当金の減少額 △ 158,223

   受取利息及び受取配当金 △ 4,135

   支払利息 430,723 

   持分法による投資利益 △ 1,206

   売上債権の増加額 △ 17,754

   たな卸資産の増加額 △ 6,376,523

   仕入債務の減少額 △ 483,970

   前渡金の減少額 883,958 

   前受金の増加額 219,672 

   預り金の減少額 △ 346,421

   その他 △ 607,352

    小計 △ 6,947,189

   利息及び配当金の受取額 5,420 

   利息の支払額 △ 423,164

   法人税等の支払額 △ 10,181

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 7,375,115

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   固定資産の取得による支出 △55,155

   投資有価証券の売却による収入 912

  投資活動によるキャッシュ・フロー △54,242

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 5,400,000

   長期借入れによる収入 7,700,000

   長期借入金の返済による支出 △6,995,000

   配当金の支払額 △178,835

   その他 △1,130

  財務活動によるキャッシュ・フロー 5,925,034

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,504,323

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,973,101

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,468,778
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