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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 24,770 △11.7 1,561 △21.3 966 △30.0 467 4.4
21年3月期第3四半期 28,046 ― 1,984 ― 1,380 ― 448 ―

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3四半期 18.80 ―
21年3月期第3四半期 18.00 ―

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3四半期 87,025 23,041 26.5 925.60
21年3月期 95,776 22,586 23.6 907.30

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  23,041百万円 21年3月期  22,586百万円

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 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 15.00

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 37,800 13.0 2,400 ― 1,200 ― 600 ― 24.10



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） 

(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．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の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、様々な不確
定要因によって、実際の業績が上記の予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3四半期 26,000,000株 21年3月期  26,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,106,266株 21年3月期  1,106,266株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,893,734株 21年3月期第3四半期 24,893,766株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアなど海外経済の回復を反映した企業生産や輸出の持ち直

しが見られた一方で、雇用・所得環境に対する先行き不安から個人消費が伸び悩むなど厳しい環境が続きました。 

   不動産市場におきましては、住宅価格が低下したことにより顕在化してきたエンドユーザーの需要に支えられ、マ

ンションの在庫調整が進みました。この結果、新たな用地取得、事業展開に舵をきる業者が増えつつありますが、不

動産向け融資環境に大きな改善が見られず、回復の足取りは緩やかなものとなりました。 

   こうした環境下、当社におきましては、用地費の低位安定と建設費用の下落を背景に、将来に向けた用地仕入れを

再開する一方、完成在庫の縮減に重点を置いた販売活動に注力いたしました。 

   以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は247億70百万円（前年同期比11.7％減）、経常利益は9億

66百万円（前年同期比30.0％減）、四半期純利益は4億67百万円（前年同期比4.4％増）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す。 

 ① 不動産販売事業（マンション等の開発分譲） 

 不動産販売事業におきましては、当第３四半期連結累計期間に分譲マンション656戸を販売したこと等によ

り、売上高198億91百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益7億63百万円（前年同期比54.7％減）となりまし

た。 

  

 ② 不動産賃貸事業（不動産賃貸及び付随業務） 

    不動産賃貸事業におきましては、売上高は18億19百万円（前年同期比26.5％増）、営業利益6億39百万円（前

年同期比6.9％減）となりました。  

  

 ③ 不動産管理事業（マンション等の総合管理サービス） 

   不動産管理事業におきましては、売上高は29億14百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益3億33百万円（前年

同期比18.1％増）となりました。  

  

 ④ その他事業 

   その他事業におきましては、住設企画販売事業を主体に、売上高は1億45百万円（前年同期比11.1％減）、営

業利益4百万円（前年同期は営業損失47百万円）となりました。 

  

  

  

当第３四半期連結会計期間末におきましては、資産合計が870億25百万円、負債合計が639億84百万円、純資産合

計が230億41百万円となり、それぞれ前連結会計年度末と比較して87億50百万円の減少、92億6百万円の減少、4億

55百万円の増加となりました。 

この結果、自己資本比率は2.9ポイント上昇し、26.5%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。）の残高は、前連結会計年度

末比38億67百万円減少し、93億42百万円となりました。 

当四半期連結累計期間における「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利益7億7百万

円を確保したことに加え、棚卸資産の減少が43億39百万円となったため、37億86百万円の資金の増加（前年同期は

38億99百万円の減少）となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、6億64百万円の資金の減少（前年同期は1億35百万円の減少）となり

ました。主たる要因は、定期預金の預入による資金の減少22億16百万円、有形固定資産の売却による資金の増加10

億18百万円であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、69億89百万円の資金の減少（前年同期は125億円の減少）となりま

した。主たる要因は、プロジェクトが終了したことによって不動産販売事業に伴う借入金が減少したことによるも

のであります。 

  

  

 景気の先行きは決して楽観視できるものではありませんが、不動産市場におきましては、今後住宅取得に対する政

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



策面での支援がエンドユーザーの需要を下支えする効果も期待され、グループ一丸となった営業活動により業績の確

保を図ってまいります。  

 平成22年３月期の連結業績につきましては、平成21年11月11日に公表いたしました業績予想からの変更はありませ

ん。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 11,559 13,960

受取手形及び売掛金 207 103

販売用不動産 7,385 11,925

仕掛販売用不動産 27,750 27,536

営業貸付金 684 807

繰延税金資産 1,025 2,935

未収還付法人税等 60 132

その他 295 651

貸倒引当金 △0 △3

流動資産合計 48,968 58,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,149 10,396

土地 23,911 24,542

建設仮勘定 － 504

その他（純額） 193 233

有形固定資産合計 34,254 35,677

無形固定資産   

特許権 9 16

ソフトウエア 95 73

その他 40 41

無形固定資産合計 145 131

投資その他の資産   

投資有価証券 542 611

繰延税金資産 2,102 310

その他 1,921 1,908

貸倒引当金 △909 △912

投資その他の資産合計 3,657 1,918

固定資産合計 38,057 37,727

資産合計 87,025 95,776



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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   

支払手形及び買掛金 4,243 6,189

短期借入金 6,597 3,960

1年内返済予定の長期借入金 41,758 38,282

未払法人税等 52 92

未払費用 170 93

前受金 466 971

賞与引当金 26 107

役員退職慰労引当金 － 18

その他 686 615

流動負債合計 54,002 50,330

固定負債   

長期借入金 8,833 21,934

退職給付引当金 86 84

役員退職慰労引当金 152 138

その他 908 702

固定負債合計 9,981 22,860

負債合計 63,984 73,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 5,395 5,395

利益剰余金 15,136 14,668

自己株式 △1,027 △1,027

株主資本合計 23,041 22,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 12

評価・換算差額等合計 － 12

少数株主持分 － －

純資産合計 23,041 22,586

負債純資産合計 87,025 95,776



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 28,046 24,770

売上原価 21,706 18,977

売上総利益 6,339 5,792

販売費及び一般管理費 4,355 4,231

営業利益 1,984 1,561

営業外収益   

受取利息 64 7

違約金収入 422 435

匿名組合投資利益 116 61

その他 58 44

営業外収益合計 662 549

営業外費用   

支払利息 1,152 1,007

その他 113 137

営業外費用合計 1,266 1,145

経常利益 1,380 966

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 6

投資有価証券売却益 － 24

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 6 31

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 6

投資有価証券売却損 － 2

固定資産除却損 1 0

固定資産売却損 0 233

損害賠償金 － 46

ゴルフ会員権評価損 － 1

たな卸資産評価損 84 －

特別損失合計 86 289

税金等調整前四半期純利益 1,300 707

法人税、住民税及び事業税 681 113

法人税等調整額 170 126

法人税等合計 852 239

少数株主利益 － －

四半期純利益 448 467



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,401 6,111

売上原価 7,167 4,734

売上総利益 1,233 1,376

販売費及び一般管理費 1,298 1,297

営業利益又は営業損失（△） △64 79

営業外収益   

受取利息 13 1

違約金収入 2 81

匿名組合投資利益 28 9

その他 15 10

営業外収益合計 61 102

営業外費用   

支払利息 366 374

その他 20 44

営業外費用合計 387 419

経常損失（△） △390 △237

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 1

投資有価証券売却益 － 24

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 1 26

特別損失   

投資有価証券売却損 － 2

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純損失（△） △390 △213

法人税、住民税及び事業税 △12 45

法人税等調整額 73 △147

法人税等合計 61 △101

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △451 △112



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,300 707

減価償却費 259 508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △215 △80

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 －

受取利息及び受取配当金 △67 △10

匿名組合投資損益（△は益） △116 △61

支払利息 1,152 1,007

ゴルフ会員権評価損 － 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △22

たな卸資産評価損 84 －

有形及び無形固定資産除却損 1 0

有形固定資産売却損益（△は益） 0 232

損害賠償損失 － 46

売上債権の増減額（△は増加） 741 27

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,870 4,339

その他の資産の増減額（△は増加） 182 10

未収消費税等の増減額（△は増加） 292 102

仕入債務の増減額（△は減少） △11,089 △1,945

その他の負債の増減額（△は減少） △1,173 △318

未払消費税等の増減額（△は減少） △5 143

小計 △791 4,681

利息及び配当金の受取額 71 43

利息の支払額 △1,074 △955

損害賠償金の支払額 － △46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,105 63

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,899 3,786

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 △751 △2,216

定期預金の払戻による収入 953 751

有形固定資産の取得による支出 △367 △308

有形固定資産の売却による収入 1 1,018

無形固定資産の取得による支出 △6 △32

投資有価証券の売却による収入 － 132

出資金の分配による収入 35 －

その他 △0 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △135 △664



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △300 2,637

長期借入れによる収入 9,842 1,350

長期借入金の返済による支出 △21,295 △10,975

配当金の支払額 △746 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,500 △6,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,534 △3,867

現金及び現金同等物の期首残高 35,541 13,209

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,006 9,342



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

（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〕

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  6,905  474  1,021  8,401 －  8,401

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  21  157  179 (179) －

計  6,905  496  1,179  8,580 (179)  8,401

営業利益又は営業損失（△）  △172  229  101  158 (222)  △64

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

不動産管理
事業 

（百万円）

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び  

営業利益 
  

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
 4,374  635  1,014  87  6,111 －  6,111

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－  20  12  108  141 (141) － 

計  4,374  655  1,026  195  6,252 (141)  6,111

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △400  232  158  △1  △10 89  79

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業利益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  23,579  1,439  3,027  28,046 －  28,046

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  77  729  806 (806) －

計  23,579  1,516  3,756  28,853 (806)  28,046

営業利益  1,685  686  234  2,607 (622)  1,984



当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）従来、不動産管理事業は事業区分の「その他事業」に含めて記載しておりましたが、重要性が増したことによ

り、第１四半期連結会計期間より「不動産管理事業」として区分掲記することにいたしました。なお、前第３四半

期連結累計期間の「その他事業」に含まれる「不動産管理事業」の外部顧客に対する売上高は2,864百万円、営業

利益は282百万円であります。 

  

  

  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため該当事項はありません。 

  

  

 海外売上高はないため該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  
不動産販売

事業 
（百万円） 

不動産賃貸
事業 

（百万円） 

不動産管理
事業 

（百万円）

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び  

営業利益 
  

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 
 19,891  1,819  2,914  145  24,770 －  24,770

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－  61  39  731  832 (832) － 

計  19,891  1,880  2,953  877  25,603 (832)  24,770

営業利益  763  639  333  4  1,741 (179)  1,561

〔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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