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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 3,677 △10.0 71 14.0 37 △66.7 △5 ―

21年3月期第2四半期 4,085 ― 62 ― 112 ― 12 ―

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2四半期 △140.37 ―

21年3月期第2四半期 305.00 ―

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2四半期 7,229 2,437 33.7 58,993.34
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2四半期  2,437百万円 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

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

21年3月期 ― 1,550.00 ― 850.00 2,400.00
22年3月期 ― 500.00

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 41,310株 21年3月期第2四半期 41,310株



  

当第２四半期連結累計期間におきましては、世界各国が協調して経済刺激策に取り組んだ結果、景気も下げ止ま

り、株式市場も回復基調で推移してまいりました。但し、国内の個人消費においては依然として回復を実感できる

にはほど遠く、特に住宅に対する購買意欲は冷え込んだ状態が続きました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、全社スローガン「アールシーコア回生」を掲げ、新規契約

（受注）及び生産性の回復、並びに財務体質の改善に努めました。 

 商品開発面におきましては、ワンダーデバイスの新商品「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）」、ファインカットログハウスの特別モデル「リコリス」「マロウ」を発売し、商品ラインナップを拡充い

たしました。 

 マーケティング面におきましては、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ための施策（地区販

社集客のためのインフラ環境整備など）を継続して実行しております。また、インターネット等の情報受信環境の

変化に対応するため、「ＢＥＳＳ総合サイト」のリニューアル、ブログ掲載サイト「ＢＯＢ」（注１）を立ち上げ

ました。これにより、先行指標（展示場来場客数、商談件数、契約申込件数等）において昨年対比で明らかな改善

が見られ、契約数にもその効果が現れつつあります。 

 営業拠点におきましては、平成21年９月30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２）

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）となりました。また、当期期初から導入し

た「収益ユニット制度」（注３）は徐々に定着し、収益ユニットごとの運営基盤が整備されつつあります。 

 財務体質の改善につきましては、不動産在庫の圧縮、短期借入金から長期借入金への借換を実施し、財務の安定

化を図りました。 

 他方、地球温暖化対策への取り組みとしまして、カーボンニュートラルの立場から価値が見直されている薪スト

ーブの拡販、並びに太陽光発電システムへの対応等もスタートさせました。 

   

（注１）「ＢＯＢ」 当社が運営するブログ掲載サイト「ＢＥＳＳ ＯＷＮＥＲＳ’ＢＬＯＧ」の略称。自然派個

性住宅「ＢＥＳＳ」の家に暮らすオーナーの“スローライフな楽しい暮らし”をテーマに、既に開設して

ある（または開設する）オーナー個人のブログから自動転載する仕組み。 

（注２）「特約店」 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。 

（注３）「収益ユニット制度」 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 適化（経営戦略の明確化）を目指しました。 

  

（連結業績の概要） 

 当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高は3,677百万円（前年同期比10.0％減）と

なりましたが、コスト圧縮及び販管費の削減に努めたことにより営業利益は71百万円（前年同期比14.0％増）とな

りました。しかしながら、外国為替収支が悪化したことにより経常利益は37百万円（前年同期比66.7％減）、ま

た、税金費用の計算方法の変更の影響もあり四半期純損失が５百万円（前年同期は四半期純利益12百万円）となり

ました。   

  

（種類別セグメントの業績概要） 

① ＢＥＳＳ・住宅事業 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は、リーマンショック以来の新規契約（受注）の低迷からの回復が

遅れていることに加え、当連結累計期間においては、新規契約（受注）が急激に落ち込んだ前連結会計年度の契

約物件が主な売上の対象となることから、売上高は前年同期比10.1％減の3,620百万円となりました。 

 また、営業利益においても、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

等の削減を推進いたしましたが、減収の影響及び事業継承した札幌地区事業の営業損失をカバーしきれず、前年

同期比10.6％減の356百万円となりました。 

 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、札幌地区の販

売を受け持ち、引き続き事業基盤の整備を早急に推進することで収益体質への転換を図っておりますが、道半ば

の状況であり、売上高は153百万円となり、46百万円の営業損失を計上することとなりました。 

 当社グループの製造工場であるカナダ連結子会社BIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下ＢＦＭ社という。）に

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



つきましては、北米市場の開拓を精力的に行い、更なるコスト削減や体制整備を推し進めましたが、新規契約

（受注）減少に伴う製造棟数の減少傾向は続き、製品単位当たりの製造固定費負担が高まったことにより、売上

高283百万円（前年同期比39.7％減）、６百万円の営業損失となりました。 

 ＢＥＳＳ・住宅事業の契約面におきましては、顧客との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）が増加する等の要因により、新規契約（受注）棟数は前年同期比4.6％増の294棟となったもの

の、新規契約（受注）高は2,756百万円と前年同期の84.6％に留まりました。 

  

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、別荘需要の冷え込みの影響は続いておりますが、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２四半期連結累計期間においては、売上高は59百万円（前年同期比3.8％増）となり、営業

損失は52百万円となり、前年同期比７百万円の収益改善となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間末において、フェザント・タイムシェア事業の基準販売期間（３年）が経過

したことにより、同期間末のタイムシェア未販売分のたな卸在庫簿価の全てを売上原価に計上しております。 

  

（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ます。 

  

② 北米 

 北米地域におきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業」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ます。  

  

(2）財政状態の分析 

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、7,229百万円（前連結会計年度末比50百万円の増加）となりました。

これは主に、現金及び預金の増加408百万円、完成工事未収入金及び売掛金の減少140百万円、たな卸資産の減少

249百万円によるものであります。 

 負債合計は4,792百万円（前連結会計年度末比61百万円の減少）となりました。これは主に、買掛金及び工事未

払金の減少16百万円、短期借入金の減少1,300百万円、前受金及び未成工事受入金の減少77百万円、長期借入金

（一年以内返済予定含む）の増加1,311百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、主に利益剰余金の減少40百万円、評価換算差額等の増加152百万円により、2,437百万円

（前連結会計年度末比111百万円の増加）となりました。  

  

(3）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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1,548百万円となり、前連

結会計年度末1,139百万円に対し408百万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２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、381百万円（前第２四半期連結累計期間474

百万円の使用）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益33百万円（前第２四半期連結累計期間113百万円の利益）、減価償却費

63百万円（前第２四半期連結累計期間79百万円）、売上債権の減少142百万円（前第２四半期連結累計期間64百万

円の減少）、たな卸資産の減少254百万円（前第２四半期連結累計期間178百万円の増加）などの資金増加要因が、

仕入債務の減少31百万円（前第２四半期連結累計期間82百万円の減少）、前受金及び未成工事受入金の減少62百万

円（前第２四半期連結累計期間216百万円の減少）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） 

 投資活動による資金の増加は、26百万円（前第２四半期連結累計期間83百万円の減少）となりました。 

 これは主に、投資有価証券の売却による収入９百万円、差入保証金の回収による収入21百万円などの資金増加要

因によるものであります。 
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（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、24百万円（前第２四半期連結累計期間１百万円）となりました。 

 これは、長期借入れによる収入1,500百万円（前第２四半期連結累計期間200百万円）の資金増加要因と、短期借

入金の純減額1,300百万円、長期借入金の返済189百万円（前第２四半期連結累計期間139百万円）及び配当金の支

払35百万円（前第２四半期連結累計期間61百万円）などの資金減少要因によるものであります。 

  

  

 日本経済も落ち着きを取り戻しているとはいえ、民間需要の自律的回復へはまだ程遠いと思われます。しかし、前

述の通り、マーケティング活動のてこ入れに伴う来場数、商談数の増加は続いており、契約数も回復へ向かっている

ため、平成21年５月14日に発表した通期の業績予想に変更はありません。 

 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。  

  

  

（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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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２四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、当第２四半期連結累計期間の売上高は127,389千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ48,064千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。 

  

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、第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の手法で計算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決算確

定後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、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は

9,020千円増加し、四半期純損失は同額増加しております。  

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



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２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,548,015 1,139,716

売掛金及び完成工事未収入金 221,400 362,147

商品及び製品 147,760 238,693

仕掛品 6,678 10,661

原材料及び貯蔵品 136,612 128,082

販売用不動産 476,546 605,716

仕掛販売用不動産 － 19,836

未成工事支出金 195,370 209,744

その他 381,893 328,734

貸倒引当金 △2,822 △4,505

流動資産合計 3,111,454 3,038,828

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,989,916 2,985,890

その他 1,532,314 1,487,225

減価償却累計額 △744,893 △672,613

その他（純額） 787,420 814,612

有形固定資産合計 3,777,337 3,800,502

無形固定資産   

その他 33,737 42,823

無形固定資産合計 33,737 42,823

投資その他の資産   

その他 328,232 318,610

貸倒引当金 △20,870 △20,963

投資その他の資産合計 307,362 297,647

固定資産合計 4,118,436 4,140,972

資産合計 7,229,891 7,179,801



（単位：千円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金及び工事未払金 660,506 677,100

短期借入金 － 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 319,688 249,780

未払法人税等 43,579 －

前受金及び未成工事受入金 988,070 1,065,737

アフターサービス引当金 50,440 60,287

賞与引当金 1,623 535

工事損失引当金 15,541 15,541

その他 358,496 423,596

流動負債合計 2,437,944 3,792,578

固定負債   

長期借入金 1,935,712 694,620

退職給付引当金 35,977 33,448

役員退職慰労引当金 160,230 163,453

その他 223,011 170,359

固定負債合計 2,354,931 1,061,881

負債合計 4,792,876 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 1,228,235 1,269,147

株主資本合計 2,407,640 2,448,552

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 65,809 △57,322

為替換算調整勘定 △36,434 △65,888

評価・換算差額等合計 29,375 △123,210

純資産合計 2,437,015 2,325,341

負債純資産合計 7,229,891 7,179,801



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,085,310 3,677,737

売上原価 2,782,357 2,527,082

売上総利益 1,302,953 1,150,655

販売費及び一般管理費 1,240,309 1,079,271

営業利益 62,643 71,384

営業外収益   

為替差益 42,288 －

販売協力金 24,990 18,373

その他 10,162 8,502

営業外収益合計 77,442 26,875

営業外費用   

支払利息 14,002 18,984

為替差損 － 38,806

支払手数料 12,000 －

その他 1,855 3,149

営業外費用合計 27,857 60,940

経常利益 112,227 37,319

特別利益   

固定資産売却益 － 2

貸倒引当金戻入額 972 2,508

特別利益合計 972 2,510

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利益 113,199 33,802

法人税等 100,599 39,601

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,599 △5,798



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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利益 113,199 33,802

減価償却費 79,877 63,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △972 △1,776

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） 1,449 △9,847

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,088

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,369 2,529

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,401 △3,223

受取利息及び受取配当金 △4,738 △2,888

支払利息 14,002 18,984

売上債権の増減額（△は増加） 64,672 142,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △178,415 254,937

仕入債務の増減額（△は減少） △82,808 △31,955

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） △216,464 △62,467

その他 △96,421 △31,324

小計 △298,847 373,523

利息及び配当金の受取額 4,734 2,888

利息の支払額 △13,292 △22,808

法人税等の支払額 △166,958 28,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △474,365 381,636

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 9,707

有形固定資産の取得による支出 △67,275 △2,114

有形固定資産の売却による収入 592 373

無形固定資産の取得による支出 △5,058 △1,875

貸付けによる支出 △3,000 －

貸付金の回収による収入 334 1,131

営業譲受による支出 △12,947 －

差入保証金の回収による収入 － 21,981

その他 3,425 △2,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,927 26,321

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） － △1,300,000

長期借入れによる収入 200,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △139,600 △189,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △523

配当金の支払額 △61,579 △35,225

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,179 △24,749

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,015 25,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △551,456 408,298

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 790,352 1,548,015



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 

（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、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、

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２四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。 

 この変更により、従来の方法に比べると、ＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は127,389千円増加し、営業

利益は48,064千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  4,027,752  57,558  4,085,310  －  4,085,310

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,027,752  57,558  4,085,310  －  4,085,310

営業利益又は営業損失（△）  398,831  △59,784  339,046 ( )276,403  62,643

  
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  3,620,105  57,632  3,677,737  －  3,677,737

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  2,124  2,124 ( ) 2,124  －

計  3,620,105  59,756  3,679,862 ( ) 2,124  3,677,737

営業利益又は営業損失（△）  356,591  △52,265  304,325 ( )232,941  71,384

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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 

（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、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、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２四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。 

 この変更により、従来の方法に比べると、日本地域への売上高は127,389千円増加し、営業利益は48,064

千円増加しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高は連結売上高の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。 

  

 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  4,056,888  28,422  4,085,310  －  4,085,310

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  442,072  442,072 ( )442,072  －

計  4,056,888  470,494  4,527,382 ( )442,072  4,085,310

営業利益  144,191  560  144,752 ( )82,108  62,643

  
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  3,638,069  39,668  3,677,737  －  3,677,737

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  244,051  244,051 ( )244,051  －

計  3,638,069  283,719  3,921,788 ( )244,051  3,677,737

営業利益又は営業損失（△）  133,162  △6,667  126,495 ( )55,110  71,384

〔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

６．その他の情報
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