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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 25,892 13.2 △1,552 ― △2,749 ― △3,876 ―

21年3月期第3四半期 22,866 ― △1,398 ― △2,192 ― △2,890 ―

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 △387.27 ―

21年3月期第3四半期 △288.72 ―

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 85,513 5 0.0 0.53
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3四半期  5百万円 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  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 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 

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。 

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3四半期 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3四半期  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3四半期 10,010,353株 21年3月期第3四半期 10,010,353株
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 当第３四半期におけるわが国経済は、一部に業績回復の兆しが見られましたが、依然として企業収益の回復力は

弱く、冬季賞与の大幅な減少の影響もあり、個人消費は盛り上がりに欠けました。また、デフレ傾向が一層進み、

景気の二番底も懸念されるなど、厳しい事業環境が続きました。 

 このような環境の下で、当社グループにおいては、当第３四半期は大型の一棟売りマンションを引き渡しするな

ど、売上高は前年同期比増収となりました。しかしながら、建築事業の不振に加え、マンションの完成在庫の値引

き販売に伴い利益率が低下するなど、厳しい経営状態が続きました。 

 以上により、当第３四半期の売上高は、25,892百万円（前年同期比13.2％増）、営業損失は1,552百万円（前年

同期は1,398百万円の営業損失）、経常損失は2,749百万円（同2,192百万円の経常損失）、四半期純損失は3,876百

万円（同2,890百万円の四半期純損失）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、テナント側の出店意欲が減退して

いること、競争の激化により利益率が縮小するなど、厳しい事業環境が続きました。 

 以上の結果、当事業の当第３四半期の売上高は3,942百万円（前年同期比43.5％減）、営業損失は163百万円（前

年同期は148百万円の営業利益）となりました。また、当事業の当第３四半期末の受注残高は5,181百万円（前年同

期末比51.0％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、12月に大型の一棟売りマンションを引き渡し

たことなどから、売上高は前年同期比増収となりましたが、新たにたな卸資産評価損394百万円を計上いたしまし

た。 

 以上の結果、当事業の当第３四半期の売上高は17,377百万円（前年同期比54.5％増）、営業損失は937百万円

（前年同期は779百万円の営業損失）となりました。また、マンション分譲事業の当第３四半期末の契約残高は

15,900百万円（前年同期末比26.3％減）となりました。 

（温浴事業） 

 温浴事業におきましては、昨年４月に新設した「やまとの湯川口店」が売上に寄与しましたが、既存店の売上減

少を埋めることはできませんでした。また、新しいメニューの開発、効率的な人員配置など、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３四半期の売上高は4,456百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は213百万円（同

27.1％増）となりました。  

  

 当第３四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増加2,581百

万円、投資活動による資金の増加641百万円、財務活動による資金の減少2,086百万円となり、あわせて1,136百万

円増加しました。この結果、当第３四半期末の資金は11,509百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期において、営業活動による資金の増加は2,581百万円（前年同期は21,610百万円の減少）となりま

した。これは主に、たな卸資産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３四半期において、投資活動による資金の増加は641百万円（前年同期は249百万円の減少）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３四半期において、財務活動による資金の減少は2,086百万円（前年同期は20,079百万円の増加）となりま

した。これは主に、借入金の返済等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21年11月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

  

 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３四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３四半期連結累計期間の売上高は365,794千円増加し、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89,664千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、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、平成21年９月30

日付で締結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、

当第３四半期連結会計期間末も引き続き有効であります。 

  

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

（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 11,549,711 10,413,416

受取手形・完成工事未収入金等 372,982 1,339,214

販売用土地 28,617,369 32,457,113

販売用建物 21,975,958 26,928,096

開発用不動産 10,882,667 12,421,779

未成工事支出金 1,933,198 1,240,939

貯蔵品 43,226 32,974

その他 1,934,407 2,054,054

貸倒引当金 △2,408 △7,402

流動資産合計 77,307,113 86,880,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,645,315 4,257,932

減価償却累計額 △1,672,788 △1,444,764

減損損失累計額 △565,390 △525,165

建物及び構築物（純額） 3,407,136 2,288,002

土地 986,927 846,756

建設仮勘定 － 1,061,403

その他 847,789 794,559

減価償却累計額 △591,535 △552,956

減損損失累計額 △30,166 △26,477

その他（純額） 226,088 215,125

有形固定資産合計 4,620,151 4,411,287

無形固定資産 12,322 12,435

投資その他の資産   

投資有価証券 816,839 1,870,294

差入保証金 2,538,116 2,686,847

その他 252,510 305,531

貸倒引当金 △33,166 △28,704

投資その他の資産合計 3,574,300 4,833,969

固定資産合計 8,206,774 9,257,692

資産合計 85,513,888 96,137,877
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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、工事未払金及び土地買収未払金等 6,841,742 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 22,581 19,627

未成工事受入金及び前受金 4,357,874 4,502,137

賞与引当金 22,500 83,000

完成工事補償引当金 6,694 16,919

その他 1,747,069 3,275,419

流動負債合計 12,998,461 19,440,219

固定負債   

長期借入金 62,113,000 62,655,000

長期預り保証金 2,503,287 2,559,995

長期預り金 3,100,000 3,100,000

退職給付引当金 3,359,143 3,372,913

役員退職慰労引当金 455,574 455,574

その他 979,120 972,865

固定負債合計 72,510,126 73,116,348

負債合計 85,508,588 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 △5,630,397 △1,751,364

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 650,805 4,529,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,189 △296,485

土地再評価差額金 △649,695 △652,044

評価・換算差額等合計 △645,506 △948,529

純資産合計 5,299 3,581,308

負債純資産合計 85,513,888 96,137,877
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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）

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 22,866,938 25,892,613

売上原価 20,448,041 24,068,913

売上総利益 2,418,897 1,823,699

販売費及び一般管理費 3,817,466 3,376,310

営業損失（△） △1,398,569 △1,552,611

営業外収益   

受取利息 11,505 6,388

受取配当金 30,128 15,146

原油スワップ評価益 － 95,909

違約金収入 － 57,795

受取賠償金 72,723 －

雑収入 136,228 47,115

営業外収益合計 250,586 222,355

営業外費用   

支払利息 669,535 1,300,483

金利スワップ評価損 － 33,298

原油スワップ評価損 288,352 －

匿名組合分配損 56,999 56,944

雑損失 29,314 28,244

営業外費用合計 1,044,202 1,418,970

経常損失（△） △2,192,185 △2,749,226

特別利益   

貸倒引当金戻入額 208 11,714

補助金収入 － 1,773,000

特別利益合計 208 1,784,714

特別損失   

固定資産除売却損 1,472 15,828

減損損失 24,622 43,914

投資有価証券売却損 22,735 255,317

投資有価証券評価損 93,575 14,000

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 1,587,970 763,230

その他 5,805 4,000

特別損失合計 2,519,751 2,869,290

税金等調整前四半期純損失（△） △4,711,728 △3,833,801

法人税、住民税及び事業税 27,927 41,067

法人税等調整額 △1,849,499 1,814

法人税等合計 △1,821,572 42,882

四半期純損失（△） △2,890,156 △3,876,683

- 3 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △4,711,728 △3,833,801

減価償却費 293,825 753,383

減損損失 24,622 43,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,865 △532

賞与引当金の増減額（△は減少） △163,002 △60,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,233 △13,769

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,896 －

受取利息及び受取配当金 △41,634 △21,534

支払利息 669,535 1,300,483

売上債権の増減額（△は増加） 231,338 966,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,542,985 9,159,991

仕入債務の増減額（△は減少） 4,800,869 △2,868,833

未払金の増減額（△は減少） － △990,449

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 4,510,233 △144,263

預り金の増減額（△は減少） 506,630 △464,526

その他 424,435 △5,542

小計 △18,890,864 3,820,250

利息及び配当金の受取額 41,753 21,574

利息の支払額 △712,638 △1,232,226

法人税等の支払額 △2,048,583 △28,421

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,610,333 2,581,176

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 △712,480 △448,387

投資有価証券の取得による支出 － △1,000

投資有価証券の売却による収入 70,269 1,090,953

差入保証金の差入による支出 △26,429 △4,470

差入保証金の回収による収入 61,847 52,147

長期預り保証金の受入による収入 430,095 40,450

長期預り保証金の返還による支出 △72,667 △100,333

その他 － 12,173

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,364 641,533

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） 11,700,000 △1,000,000

長期借入れによる収入 10,737,330 －

長期借入金の返済による支出 △2,010,000 △1,082,000

配当金の支払額 △350,285 －

その他 2,831 △4,414

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,079,876 △2,086,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,779,821 1,136,295

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 8,954,430 11,509,711

- 4 -



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （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３四半期連結累計期間

974,443千円、当第３四半期連結累計期間707,963千円であり、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３四半期連結累計期間 

 （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３四半期連結累計期

間の営業利益は、不動産事業で703,963千円減少しております。 

  当第３四半期連結累計期間 

 （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３四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 6,979,934 11,246,604 4,524,767 115,631  22,866,938  － 22,866,938

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  － －

計 6,979,934 11,246,604 4,524,767 115,631  22,866,938  － 22,866,938

営業利益又は営業損失（△） 148,233 △779,778 168,242 39,176  △424,125  △974,443 △1,398,569

  
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 3,942,639 17,377,113 4,456,635 116,224  25,892,613  － 25,892,613

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  － －

計 3,942,639 17,377,113 4,456,635 116,224  25,892,613  － 25,892,613

営業利益又は営業損失（△） △163,485 △937,275 213,914 42,199  △844,647  △707,963 △1,552,611

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３四半

期連結累計期間の建築事業の売上高は365,794千円増加し、営業損失は89,664千円減少しております。 

   

 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）及び当第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） 

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）及び当第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） 

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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年12月31日）     至 平成21年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 7,601,201 4,210,047

  前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 

  （平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 10,581,940 5,181,068

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年12月31日）     至 平成21年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 11,280,433 14,753,968

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 

  （平成20年12月31日） （平成21年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 21,567,322 15,900,462

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 

      至 平成20年12月31日）     至 平成21年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 6,979,934 3,942,639

不動産事業 11,246,604 17,377,113

温浴事業 4,524,767 4,456,635

その他事業 115,631 116,224
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