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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 18,646 △42.4 565 △36.5 1,055 5.0 325 5.1
21年3月期第3四半期 32,387 ― 889 ― 1,005 ― 309 ―

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 4.81 ―

21年3月期第3四半期 4.72 ―

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 33,718 12,342 35.6 176.99
21年3月期 32,746 11,394 33.9 166.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,002百万円 21年3月期  11,113百万円

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 ― ― ― 1.50 1.50
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

1.50 1.50

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 29,000 △29.4 600 △21.1 1,000 7.9 200 △34.7 2.96
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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．その他を参照。 

(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．その他を参照。 

(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 

上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき作成しているが、実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる可能性がある。業績
予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等については、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」を参照。

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 67,834,489株 21年3月期  67,834,489株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  22,645株 21年3月期  1,234,874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 67,607,323株 21年3月期第3四半期 65,604,296株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や、海外経済環境の改善などにより、一部に

景気持ち直しの動きがみられたものの、雇用情勢は依然として厳しい状況が続き、円高が企業収益に与える影響も

懸念されるなど景気は依然として厳しい状況となっている。 

 このような経済状況下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、商事事業の輸入炭の販売単価が前

年同期と比較し下落し、また、販売数量も大きく減少し、売上高は186億46百万円（前年同期比42.4％減）、営業

利益５億65百万円（同36.5％減）となったが、所有株式による特別配当金の収益等により増益となり、経常利益10

億55百万円（同5.0％増）、四半期純利益３億25百万円（同5.1％増）となった。 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

①分譲不動産事業 

 マンションの販売戸数が減少したことにより、売上高は６億88百万円（前年同期比23.2％減）となり、営

業損失は63百万円（前年同期は87百万円の損失）となった。 

②賃貸事業 

 賃貸物件の減少により、売上高は８億63百万円（前年同期比26.9％減）となり、営業利益は５億20百万円

（同12.4％減）となった。 

③商事事業 

 輸入炭の販売単価が下落し、販売数量も減少したことにより、売上高は70億94百万円（同64.9％減）とな

り、営業利益は32百万円（同94.2%減）となった。 

④輸送事業 

 トラック輸送の増加により、売上高は25億35百万円（同1.1%増)となり、営業利益は２億34百万円（同

15.4%増）となった。 

⑤サービス事業 

 シルバー事業の稼働率好調を維持したこと等により、売上高は48億24百万円（同7.0％増）となり、ま

た、コスト削減を実施したことにより、営業利益は３億15百万円（同167.3％増）となった。 

⑥その他の事業 

 前連結会計年度に連結子会社の範囲から除外した㈱北海道ガラスサッシセンターの影響により、売上高は

26億40百万円（同14.8％減）となり、営業利益は44百万円（同56.9％減）となった。 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、337億18百万円となり、前連結会計年度末比９億72百万円増加

となった。この主な要因は投資有価証券が時価の上昇により９億11百万円増加したことによるものである。 

なお、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加５億78百万円等により、123億42百万円（前連結会計年度末

比９億47百万円増）となり、自己資本比率は35.6％（前連結会計年度は33.9％）となった。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は39億99百万円（前連結会計年度末比６億41百万円

減）となった。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動等の結果得られた資金は５億29百万円（前年同四半期は22億７百万円の使用）となった。これは主に

事業活動によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動等の結果使用した資金は８億円（同11百万円の獲得）となった。これは主に固定資産の取得によるも

のである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動等の結果使用した資金は３億70百万円（同３億24百万円の獲得）となった。これは主に借入金の返済

によるものである。 

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月期の連結業績予想については、現時点で平成21年11月11日に公表した「業績予想の修正に関するお

知らせ」から変更はしていない。 

なお、業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであるので、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がある。  

  

 該当事項なし。 

  

１．簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地 

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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いる。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい 

る。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。  

  

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は、従来、工事完成基準を適用していたが、「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いる。 

 これによる売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はな

い。 

２．表示方法の変更  

（四半期連結貸借対照表）  

 前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示していた「未払法人税等」は、

資産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとした。なお、前第

３四半期連結会計期間の流動負債の「その他」含まれる「未払法人税等」は200百万円である。 

（四半期連結損益計算書）  

 特別利益の「その他」に含めて表示していた「固定資産売却益」は、特別利益の総額の100分の20を超え

たため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとした。なお、前第３四半期連結累計期間の特別

利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は５百万円である。 

（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において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示

していた「自己株式の売却による収入」は重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記

することとした。なお、前第３四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含まれる「自己株式の売却による収入」は82百万円である。 

  

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：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 4,403 4,744

受取手形及び売掛金 3,033 3,467

販売用不動産 510 797

未成工事支出金 902 760

商品及び製品 2,705 1,956

原材料及び貯蔵品 112 109

その他 1,555 860

貸倒引当金 △33 △45

流動資産合計 13,189 12,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,212 4,393

土地 9,043 9,214

その他（純額） 1,086 999

有形固定資産合計 14,341 14,607

無形固定資産   

その他 129 127

無形固定資産合計 129 127

投資その他の資産   

投資有価証券 3,024 2,112

長期貸付金 187 133

差入保証金 2,277 2,259

その他 619 896

貸倒引当金 △49 △43

投資その他の資産合計 6,058 5,359

固定資産合計 20,529 20,094

資産合計 33,718 32,746

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,646 1,955

短期借入金 3,746 4,262

未払法人税等 394 86

賞与引当金 108 210

完成工事補償引当金 231 325

その他 1,628 1,672

流動負債合計 7,756 8,511

固定負債   

社債 200 －
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（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) 

長期借入金 1,378 1,435

受入保証金 4,920 4,748

退職給付引当金 598 569

役員退職慰労引当金 － 74

債務保証損失引当金 3,610 3,144

負ののれん 387 517

その他 2,525 2,350

固定負債合計 13,620 12,839

負債合計 21,376 21,351

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,782 3,782

資本剰余金 2,890 2,866

利益剰余金 3,469 3,092

自己株式 △2 △62

株主資本合計 10,139 9,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,365 787

土地再評価差額金 497 647

評価・換算差額等合計 1,863 1,434

少数株主持分 340 280

純資産合計 12,342 11,394

負債純資産合計 33,718 32,746
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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：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 32,387 18,646

売上原価 28,712 15,877

売上総利益 3,674 2,768

販売費及び一般管理費 2,785 2,203

営業利益 889 565

営業外収益   

受取配当金 91 454

負ののれん償却額 179 129

その他 86 55

営業外収益合計 358 639

営業外費用   

支払利息 162 98

持分法による投資損失 32 13

その他 46 37

営業外費用合計 242 149

経常利益 1,005 1,055

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 175 －

その他 11 7

特別利益合計 187 10

特別損失   

債務保証損失引当金繰入額 286 466

その他 340 23

特別損失合計 626 489

税金等調整前四半期純利益 566 576

法人税等 274 209

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18 41

四半期純利益 309 325
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（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 566 576

減価償却費 457 471

負ののれん償却額 △179 △129

固定資産売却損益（△は益） 49 △2

固定資産除却損 16 14

持分法による投資損益（△は益） 32 13

受取配当金 △91 △454

受取利息 △3 △6

支払利息 162 98

投資有価証券売却損益（△は益） △168 －

売上債権の増減額（△は増加） △443 434

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,605 △607

仕入債務の増減額（△は減少） △666 △450

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 286 466

その他 △238 △145

小計 △1,827 278

利息及び配当金の受取額 95 460

利息の支払額 △151 △86

法人税等の支払額 △323 △183

法人税等の還付額 － 61

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,207 529

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 △526 △754

固定資産の売却による収入 665 37

投資有価証券の取得による支出 △257 △1

投資有価証券の売却による収入 229 7

その他 △98 △88

投資活動によるキャッシュ・フロー 11 △800

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 － 200

短期借入れによる収入 5,563 3,462

短期借入金の返済による支出 △4,496 △3,548

長期借入れによる収入 811 710

長期借入金の返済による支出 △1,634 △1,197

配当金の支払額 － △99

自己株式の売却による収入 － 113

その他 80 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 324 △370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,871 △641
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（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 6,451 4,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,579 3,999
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 該当事項なし。 

  

 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 

事業は、商品及び役務の種類・販売市場等の類似性を考慮して区分している。 

２．各区分に属する主要な商品の名称  

（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〕

  
分譲不
動産 
(百万円) 

賃貸
(百万円)

商事
(百万円)

輸送
(百万円)

サービ
ス 
(百万円)

その他
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                                              

(1)外部顧客に対する売上高  897  1,181  20,193  2,507  4,509  3,098  32,387 －  32,387

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 108  595  641  712  60  186  2,305 (2,305) － 

計  1,005  1,777  20,835  3,220  4,569  3,285  34,692 (2,305)  32,387

営業利益又は営業損失(△)  △87  594  556  202  118  103  1,488 (598)  889

  
分譲不
動産 
(百万円) 

賃貸
(百万円)

商事
(百万円)

輸送
(百万円)

サービ
ス 
(百万円)

その他
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又
は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高                                              

(1)外部顧客に対する売上高  688 863 7,094 2,535 4,824 2,640  18,646 － 18,646

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2 591 553 388 232 73  1,841 (1,841) －

計  690 1,454 7,648 2,923 5,056 2,714  20,488 (1,841) 18,646

営業利益又は営業損失(△)  △63 520 32 234 315 44  1,084 (519) 565

事業区分 主要商品

分譲不動産 分譲マンション、戸建住宅、住宅地 

賃貸 賃貸ビル、賃貸マンション、店舗・設備賃貸 

商事 石炭、石油類、建築資材類 

輸送 
一般貨物自動車運送事業、内航海運業、タクシー業、港湾揚荷役

作業及び鉄道輸送 

サービス 
シルバー事業、マンション・ビル管理、事務・技術計算の受託、

給食事業 

その他 石灰類、管工事業 
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３．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）を適用している。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、分譲不動産事業で35百万円減少している。 

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）  

「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」に記載のとおり、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）を適用している。この変更

に伴う影響はない。   

  

  

  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） 

  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、該当事項はない。 

  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がないため、該当事項はない。   

  

  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） 

  海外売上高がないため、該当事項はない。 

  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、該当事項はない。 

  

  

 該当事項なし。 

  

〔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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