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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 13,087 △6.9 △1,373 ― △2,214 ― △3,329 ―

21年3月期第2四半期 14,051 ― △213 ― △523 ― △1,934 ―

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 △332.58 ―

21年3月期第2四半期 △193.26 ―

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 84,755 564 0.7 56.36
21年3月期 96,137 3,581 3.7 357.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  564百万円 21年3月期  3,581百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  有  
 

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 41,700 1.1 △100 ― △1,980 ― △3,110 ― △310.68
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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  無  

(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 

１．平成21年８月12日に公表しました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．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異なる可能性があります。なお、業績予想の具体的な修正内容は本日別途開示する「業績予想の修正及び特別損
失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 

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） 22年3月期第2四半期 10,311,000株 21年3月期  10,311,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  300,647株 21年3月期  300,647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 10,010,353株 21年3月期第2四半期 10,010,353株
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 当第２四半期におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果もあり、一部に回復の兆しが見えましたが、企業収

益の回復力は依然として弱く、雇用環境の悪化から個人消費の低迷が続き、厳しい事業環境の中で推移しました。

 不動産業界においては、市況の底打ちはしたものの、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、先行

き不透明な状況が続いております。 

 このような環境の下で、当社グループにおいては、当第２四半期は建築事業が低調であったことやマンション事

業における完成在庫の値引き販売に伴い利益率が低下するなど、厳しい経営状況が続きました。 

 また、特別損益において、投資有価証券売却損255百万円及びマンション分譲事業における個別プロジェクトか

らの撤退に伴う事業撤退損763百万円を特別損失として計上しました。 

 以上により、当第２四半期の売上高は、13,087百万円（前年同期比6.9％減）、営業損失は1,373百万円（前年同

期は213百万円の赤字）、経常損失は2,214百万円（同523百万円の赤字）、四半期純損失は3,329百万円（同1,934

百万円の赤字）となりました。 

 事業の種類別セグメント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、事業提案による建築請負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

意欲の減退や原価率の上昇等、厳しい事業環境が続きました。 

 以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は2,910百万円（前年同期比41.4％減）、営業損失は143百万円（前

年同期は90百万円の黒字）となりました。また、当事業の当第２四半期末の受注残高は4,392百万円（前年同期末

比61.5％減）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、完成在庫の販売に注力しましたほか、9月に引渡しを開始した「ザ・上本町タワ

ー」が好調であったことにより、売上高は前年同期比増加しました。しかしながら、マンションの完成在庫につい

て値引き販売を行ったことなどから営業損失を計上しました。 

 以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は7,091百万円（前年同期比18.6％増）、営業損失は913百万円（前

年同期は186百万円の黒字）となりました。また、マンション分譲事業の当第２四半期末の契約残高は18,237百万

円（前年同期末比3.2％増）となりました。 

（温浴事業） 

 温浴事業におきましては、本年４月に川口店を新設し直営19店舗体制となりました。他社店舗との競争激化の中

で、サービスの向上とコスト削減に努めました。 

 以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は3,006百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は154百万円（同

62.1％増）となりました。 

  

  

 当第２四半期末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1,825百

万円、投資活動による資金の増加599百万円、財務活動による資金の減少2,081百万円となり、あわせて3,307百万

円減少しました。この結果、当第２四半期末の資金は7,065百万円（前連結会計年度末10,373百万円）となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期において、営業活動による資金は1,825百万円の減少（前年同期は20,948百万円の減少）となりま

した。これは主に、仕入債務の減少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） 

 当第２四半期において、投資活動による資金の増加は599百万円（同171百万円の減少）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） 

 当第２四半期において、財務活動による資金の減少は2,081百万円（同16,176百万円の増加）となりました。こ

れは借入金の返済によるものであります。 

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成22年３月期通期の業績予想（連結・個別）につきましては、最近の業績の状況及び業界の動向を勘案し、平成

21年８月12日公表の業績予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正及

び特別損失の発生に関するお知らせ」を御参照ください。  

  

  

 該当事項はありません、  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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92,831千円増加し、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20,806千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。  

  

当社グループが、前連結会計年度において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況の解消策の一

つとして締結見込みと開示しました取引金融機関との借入債務の返済スケジュールの変更を含む債権者間協

定については、平成21年９月30日付で締結を完了致しました。 

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 7,105,738 10,413,416

受取手形・完成工事未収入金等 349,359 1,339,214

販売用土地 30,472,887 32,457,113

販売用建物 24,217,018 26,928,096

開発用不動産 10,876,151 12,421,779

未成工事支出金 1,292,969 1,240,939

貯蔵品 35,711 32,974

その他 1,962,940 2,054,054

貸倒引当金 △3,404 △7,402

流動資産合計 76,309,372 86,880,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,641,452 4,257,932

減価償却累計額 △1,593,661 △1,444,764

減損損失累計額 △563,830 △525,165

建物及び構築物（純額） 3,483,960 2,288,002

土地 986,927 846,756

建設仮勘定 － 1,061,403

その他 838,198 794,559

減価償却累計額 △577,489 △552,956

減損損失累計額 △29,330 △26,477

その他（純額） 231,378 215,125

有形固定資産合計 4,702,266 4,411,287

無形固定資産 12,355 12,435

投資その他の資産   

投資有価証券 888,156 1,870,294

差入保証金 2,624,317 2,686,847

その他 254,471 305,531

貸倒引当金 △35,748 △28,704

投資その他の資産合計 3,731,196 4,833,969

固定資産合計 8,445,819 9,257,692

資産合計 84,755,192 96,137,877
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（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   

支払手形、工事未払金及び土地買収未払金等 4,568,351 10,003,115

短期借入金 － 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 － 540,000

未払法人税等 19,538 19,627

未成工事受入金及び前受金 5,026,892 4,502,137

賞与引当金 67,000 83,000

完成工事補償引当金 10,078 16,919

その他 2,032,722 3,275,419

流動負債合計 11,724,584 19,440,219

固定負債   

長期借入金 62,113,200 62,655,000

長期預り保証金 2,512,228 2,559,995

長期預り金 3,100,000 3,100,000

退職給付引当金 3,291,371 3,372,913

役員退職慰労引当金 455,574 455,574

その他 994,081 972,865

固定負債合計 72,466,456 73,116,348

負債合計 84,191,041 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 △5,082,967 △1,751,364

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 1,198,235 4,529,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,611 △296,485

土地再評価差額金 △649,695 △652,044

評価・換算差額等合計 △634,083 △948,529

純資産合計 564,151 3,581,308

負債純資産合計 84,755,192 96,137,877

- 2 -



（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 14,051,641 13,087,601

売上原価 11,742,837 12,119,295

売上総利益 2,308,803 968,305

販売費及び一般管理費 2,522,092 2,341,490

営業損失（△） △213,289 △1,373,184

営業外収益   

受取利息 9,735 4,783

受取配当金 18,288 15,146

原油スワップ評価益 － 23,925

違約金収入 － 21,303

受取賠償金 59,523 －

雑収入 73,595 32,227

営業外収益合計 161,142 97,386

営業外費用   

支払利息 406,656 859,479

金利スワップ評価損 － 31,253

原油スワップ評価損 2,701 －

匿名組合分配損 37,506 37,452

雑損失 24,286 10,748

営業外費用合計 471,151 938,935

経常損失（△） △523,298 △2,214,733

特別利益   

貸倒引当金戻入額 207 10,262

補助金収入 － 1,773,000

特別利益合計 207 1,783,262

特別損失   

固定資産除売却損 322 15,828

減損損失 24,622 41,518

投資有価証券売却損 － 255,317

投資有価証券評価損 166,050 10,000

たな卸資産圧縮損 － 1,773,000

たな卸資産評価損 783,571 －

事業撤退損 1,576,622 763,230

その他 4,805 4,000

特別損失合計 2,555,994 2,862,894

税金等調整前四半期純損失（△） △3,079,085 △3,294,365

法人税、住民税及び事業税 20,517 33,678

法人税等調整額 △1,165,000 1,209

法人税等合計 △1,144,483 34,888

四半期純損失（△） △1,934,601 △3,329,254
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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）

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損失（△） △3,079,085 △3,294,365

減価償却費 219,496 507,617

減損損失 24,622 41,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,399 3,045

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,000 △16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,695 △81,541

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,337 －

受取利息及び受取配当金 △28,023 △19,930

支払利息 406,656 859,479

売上債権の増減額（△は増加） △381,422 989,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,930,814 6,007,287

仕入債務の増減額（△は減少） 2,926,878 △5,142,223

未払金の増減額（△は減少） － △972,630

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 1,642,771 524,755

預り金の増減額（△は減少） 662,298 △249,465

その他 105,671 △177,179

小計 △18,501,190 △1,019,777

利息及び配当金の受取額 27,942 20,010

利息の支払額 △436,992 △798,060

法人税等の支払額 △2,038,075 △27,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,948,315 △1,825,135

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 △536,201 △438,252

投資有価証券の売却による収入 2,217 1,040,953

差入保証金の差入による支出 △24,786 △2,980

差入保証金の回収による収入 45,564 36,764

長期預り保証金の受入による収入 400,935 19,256

長期預り保証金の返還による支出 △59,573 △68,958

その他 － 12,473

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,842 599,258

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） 7,401,336 △1,000,000

長期借入れによる収入 9,737,400 －

長期借入金の返済による支出 △615,000 △1,081,800

配当金の支払額 △350,282 －

その他 2,980 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,176,434 △2,081,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,943,724 △3,307,677

現金及び現金同等物の期首残高 10,734,251 10,373,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,790,527 7,065,738
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   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、前第２四半期連結累計期間

609,255千円、当第２四半期連結累計期間500,602千円であり、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．会計処理の方法の変更 

  前第２四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「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、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は、不動産事業で140,380千円減少しております。 

  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） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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

（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〕

  
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） 

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 4,968,209 5,979,855 3,029,038 74,536  14,051,641  － 14,051,641

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  － －

計 4,968,209 5,979,855 3,029,038 74,536  14,051,641  － 14,051,641

営業利益又は営業損失（△） 90,300 186,563 95,174 23,927  395,966  △609,255 △213,289

  
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） 

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 2,910,401 7,091,021 3,006,516 79,662  13,087,601  － 13,087,601

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  － －

計 2,910,401 7,091,021 3,006,516 79,662  13,087,601  － 13,087,601

営業利益又は営業損失（△） △143,387 △913,862 154,298 30,368  △872,582  △500,602 △1,373,184

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 
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いては工事完成基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半

期連結累計期間の建築事業の売上高は92,831千円増加し、営業損失は20,806千円減少しております。 

  

  

 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） 

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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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
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 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。 

（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。 

  

６．その他の情報

  前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年９月30日）     至 平成21年９月30日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 6,404,786 2,389,026

  前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 

  （平成20年９月30日） （平成21年９月30日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 11,397,250 4,392,284

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年９月30日）     至 平成21年９月30日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 6,482,871 8,938,347

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 

  （平成20年９月30日） （平成21年９月30日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 17,672,603 18,237,013

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年９月30日）     至 平成21年９月30日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 4,968,209 2,910,401

不動産事業 5,979,855 7,091,021

温浴事業 3,029,038 3,006,516

その他事業 74,536 79,662
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