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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 5,406 △8.0 87 ― 64 200.5 29 ―

21年3月期第3四半期 5,879 ― △0 ― 21 ― △130 ―

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 711.38 ―

21年3月期第3四半期 △3,162.45 ―

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 7,344 2,559 34.8 61,949.34
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3四半期  2,559百万円 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  有  
 

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）

500.00 1,000.00

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 7,550 △4.8 100 1,587.2 70 105.4 50 ― 1,210.36



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



 当第３四半期連結累計期間におきましては、日本経済に 悪期を脱出した安心感が広がった一方、依然として政

府の長期成長戦略は不透明のままで、地方経済の慢性的疲弊は国全体の景気に大きな陰を落としました。 

 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邁進してまいりました。 

新規契約数の拡大に対して、商品面では、新感覚ログハウス「ＢＯＬＬＯＸ」（注１）を発表しました。営業面

では、「バンコＦＥＳＴＡ」を開催し、累計１万棟受注を記念する強力な販売プロモーションを推進するととも

に、カントリーカットログハウスの販売キャンペーンを展開しております。これにより、第３四半期では契約数に

大きな伸長が見られました。マーケティング面では、地区販社における広宣販促活動への投資促進を継続する一

方、「ＢＥＳＳ総合サイト」の再リニューアルを行いました。新しい「ＢＥＳＳ総合サイト」ではログハウスを知

らない人の啓蒙やＢＥＳＳ流の世界観紹介により、より多くの潜在客の掘起こしを行いました。その結果、第３四

半期では、先行指標である展示場来場客数、新規登録客数、商談件数等に顕著な改善が見られました。 

営業拠点におきましては、平成21年12月31日現在で地区販社等の数は23社（子会社１、販社11、特約店（注２）

11）、営業拠点の数は33拠点（直営１、子会社１、販社22、特約店９）となりました。また、「収益ユニット制

度」（注３）導入後９ヶ月の運用の結果、各ユニットの責任明確化、連結経営状態の可視化、全社的視点の経営判

断の早期化などの効果も発現しております。 

財務体質の改善につきましては、不動産在庫の圧縮に努力してまいりました。更に、各金融機関とは事業上のパ

ートナーシップを視野に入れた多角的な関係の構築を目指しております。 

他方、エコロジーへの取り組みとして、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、並

びに太陽光発電システムの販売にも努めております。 

  

（注１）「ＢＯＬＬＯＸ」購入者が自分で完成させるログハウス。引渡し後、購入者が自分の好み・センスで塗り

つぶしていく「非完成型・表現自在」をモットーとします。ライフスタイルログの原料もカナダのブルー

スティン（青い染み）の入った木材を使用することにより、コストを抑えており、第一次取得層でも入手

しやすい価格帯で提供しております。（なお、北米ではブルースティン材は一般的に建築材に使用されて

おります。） 

（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３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、当事業年度上半期の契約（受注）の回復が遅れた

こと等により、売上高は前年同期比8.0％減の5,406百万円となりました。一方、売上原価の圧縮、販売費及び一般

管理費の削減を推し進めたことにより、営業利益は87百万円（前年同期は０百万円の営業損失）となりました。 

 また、経常利益は為替収支が大きく良化したことにより64百万円（前年同期比200.5％増）となり、四半期純利

益は「デリバティブ評価損（特別損失）」を計上した前年同期から大きく改善し、29百万円（前年同期は四半期純

損失130百万円）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３四半期連結累計期間におけるＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は、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、当連結会計期間においては、新規契約（受注）が伸び悩んだ前連結会計期間の契約物件が主な

売上の対象となることから、売上高は前年同期比8.2％減の5,326百万円となりました。 

 また、営業利益においても、請負工事契約物件について、設計業務の内製化及び施工工期短縮等により原価を圧

縮してきたこと、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5.7％減の456

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、事業基盤の整備に努めましたが、新規契約（受注）の伸び悩みが大きく影響し売上高は245百万円と
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なりました。この売上高の計画未達及び、顧客契約の解約が確定した物件について、たな卸資産評価減を計上した

こと等により、79百万円の営業損失を計上することとなりました。 

 ＢＰ社につきましては、親会社からの支援と管理強化により、引き続き事業改善を早急に推進することで収益体

質への転換を図ってまいります。 

 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。）につ

きましては、北米市場における販売は増加してきたものの、日本向け新規契約（受注）減少に伴う製造棟数の減少

傾向が続き、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374百万円（前年同期比13.3％

減）、16百万円の営業損失（前年同期は12百万円の営業利益）となりました。 

 なお、ＢＥＳＳ・住宅事業の契約面におきましては、当第３四半期連結累計期間における新規契約（受注）高

は、4,269百万円と前年同期比3.3％減まで回復してきております。 

  

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、これまで別荘オーナー制度（分譲販売方式）を主力商品として取り扱ってまいりましたが、当四半

期から別荘メンバー制度（利用権販売方式）を主力商品と位置づけ、現状の顧客動向に沿う形へと販売体制を整え

ました。また、ＢＥＳＳ展示場での販売活動等、ＢＥＳＳ・住宅事業との相乗効果を狙った展開を目指しておりま

す。 

 なお、販売用不動産の早期費用化を進め、前四半期連結累計期間末において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。当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高は83百万円（前年

同期比0.3％増）となり、営業損失は39百万円（前年同期は82百万円の営業損失）と、改善の傾向が現れておりま

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。 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結累計期間末の総資産は、7,344百万円（前連結会計年度末比165百万円の増加）となりました。

これは主に、現金及び預金の増加519百万円、完成工事未収入金及び売掛金の減少155百万円、たな卸資産の減少 

292百万円によるものであります。 

 負債合計は4,785百万円（前連結会計年度末比68百万円の減少）となりました。これは主に、買掛金及び工事未 

払金の減少168百万円、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増加79百万円、長期借入金 

（一年以内返済予定含む）の増加1,286百万円によるものであります。 

 純資産につきましては、利益剰余金の減少26百万円、評価換算差額等の増加260百万円により、2,559百万円（前

連結会計年度末比233百万円の増加）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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1,659百万円となり、前連

結会計年度末1,139百万円に対し519百万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３四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、460百万円（前第３四半期連結累計期間729

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61百万円（前第３四半期連結累計期間146百万円の損失）、減価償却費

97百万円（前第３四半期連結累計期間124百万円）、売上債権の減少158百万円（前第３四半期連結累計期間123百

万円の減少）、たな卸資産の減少305百万円（前第３四半期連結累計期間230百万円の増加）、前受金及び未成工事

受入金の増加57百万円（前第３四半期連結累計期間217百万円の減少）などの資金増加要因が、仕入債務の減少191

百万円（前第３四半期連結累計期間236百万円の減少）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。  
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（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、２百万円（前第３四半期連結累計期間91百万円の減少）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

因と、有形固定資産の取得による支出28百万円（前第３四半期連結累計期間63百万円）などの資金減少要因による

ものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は、20百万円（前第３四半期連結累計期間673百万円の増加）となりました。 

 これは、長期借入れによる収入1,530百万円（前第３四半期連結累計期間200百万円）、セール・アンド・リース

バック取引による収入51百万円の資金増加要因と、短期借入金の純減額1,300百万円（前第３四半期連結累計期間

800百万円の純増額）、長期借入金の返済244百万円（前第３四半期連結累計期間212百万円）及び配当金の支払53

百万円（前第３四半期連結累計期間113百万円）などの資金減少要因によるものであります。  

 平成22年２月12日付「業績予想及び配当予想の修正、並びに役員報酬の減額等に関するお知らせ」にて公表して

いる通り、平成21年５月14日付にて公表いたしました通期の連結業績予想を変更しております。 

具体的な内容につきましては、平成22年２月12日付「業績予想及び配当予想の修正、並びに役員報酬の減額等に関

するお知らせ」をご参照下さい。  

 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198,605千円増加し、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61,266千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

4,126千円減少し、四半期純利益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 1,659,260 1,139,716

売掛金及び完成工事未収入金 206,183 362,147

商品及び製品 227,535 238,693

仕掛品 10,507 10,661

原材料及び貯蔵品 105,824 128,082

販売用不動産 448,071 605,716

仕掛販売用不動産 － 19,836

未成工事支出金 127,824 209,744

その他 349,066 328,734

貸倒引当金 △25,053 △4,505

流動資産合計 3,109,219 3,038,828

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,993,606 2,985,890

建設仮勘定 25,303 －

その他 1,569,655 1,487,225

減価償却累計額 △790,278 △672,613

その他（純額） 779,376 814,612

有形固定資産合計 3,798,286 3,800,502

無形固定資産   

その他 27,475 42,823

無形固定資産合計 27,475 42,823

投資その他の資産   

その他 430,792 318,610

貸倒引当金 △20,866 △20,963

投資その他の資産合計 409,926 297,647

固定資産合計 4,235,688 4,140,972

資産合計 7,344,908 7,179,801



（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   

買掛金及び工事未払金 508,852 677,100

短期借入金 － 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 365,227 249,780

未払法人税等 68,911 －

前受金及び未成工事受入金 1,145,473 1,065,737

アフターサービス引当金 48,426 60,287

賞与引当金 30,509 535

工事損失引当金 17,283 15,541

その他 316,585 423,596

流動負債合計 2,501,269 3,792,578

固定負債   

長期借入金 1,865,526 694,620

退職給付引当金 37,082 33,448

役員退職慰労引当金 162,410 163,453

その他 219,492 170,359

固定負債合計 2,284,511 1,061,881

負債合計 4,785,781 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 1,242,766 1,269,147

株主資本合計 2,422,171 2,448,552

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 111,130 △57,322

為替換算調整勘定 25,826 △65,888

評価・換算差額等合計 136,956 △123,210

純資産合計 2,559,127 2,325,341

負債純資産合計 7,344,908 7,179,801



（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 5,879,963 5,406,994

売上原価 4,069,750 3,709,122

売上総利益 1,810,213 1,697,872

販売費及び一般管理費 1,811,151 1,610,577

営業利益又は営業損失（△） △937 87,295

営業外収益   

為替差益 10,234 －

販売協力金 35,806 26,773

その他 12,958 12,014

営業外収益合計 58,999 38,787

営業外費用   

支払利息 22,211 31,724

為替差損 － 10,844

支払手数料 12,385 －

貸倒引当金繰入額 － 15,840

その他 2,065 3,376

営業外費用合計 36,662 61,785

経常利益 21,398 64,297

特別利益   

固定資産売却益 － 3,149

貸倒引当金戻入額 1,765 －

特別利益合計 1,765 3,149

特別損失   

固定資産除却損 1,190 －

事務所移転費用 － 6,027

デリバティブ評価損 168,142 －

特別損失合計 169,333 6,027

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△146,169 61,420

法人税等 △15,528 32,033

四半期純利益又は四半期純損失（△） △130,641 29,387



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△146,169 61,420

減価償却費 124,888 97,856

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,765 20,451

アフターサービス引当金の増減額（△は減少） △180 △11,861

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,694 29,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,327 3,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,906 △1,043

受取利息及び受取配当金 △5,267 △3,902

支払利息 22,211 31,724

固定資産除却損 1,190 －

デリバティブ評価損益（△は益） 168,142 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,149

売上債権の増減額（△は増加） 123,510 158,448

たな卸資産の増減額（△は増加） △230,490 305,598

仕入債務の増減額（△は減少） △236,119 △191,318

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少） △217,375 57,009

その他 △144,678 △83,739

小計 △496,172 471,102

利息及び配当金の受取額 5,265 3,902

利息の支払額 △19,946 △31,944

法人税等の支払額 △218,543 17,127

営業活動によるキャッシュ・フロー △729,396 460,187

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 △63,307 △28,813

有形固定資産の売却による収入 3,001 3,734

無形固定資産の取得による支出 △6,932 △1,875

投資有価証券の売却による収入 － 9,707

貸付けによる支出 △7,000 △700

貸付金の回収による収入 732 1,703

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 △5,198 △2,995

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,652 2,741

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） 800,000 △1,300,000

長期借入れによる収入 200,000 1,530,831

長期借入金の返済による支出 △212,500 △244,477

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4,889

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 51,561

配当金の支払額 △113,993 △53,354

財務活動によるキャッシュ・フロー 673,506 △20,329

現金及び現金同等物に係る換算差額 △174,937 76,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △322,480 519,543

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 1,019,328 1,659,260



 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」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。 

 この変更による、従来の方法に比べたＢＥＳＳ・住宅事業への影響額は以下の通りとなります。 

（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  5,800,909  79,054  5,879,963  －  5,879,963

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  4,181  4,181  (4,181)  －

計  5,800,909  83,235  5,884,145  (4,181)  5,879,963

営業利益又は営業損失（△）  484,627  △82,851  401,776 (402,713)  △937

  
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  5,326,678  80,316  5,406,994  －  5,406,994

（2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  3,198  3,198  (3,198)  －

計  5,326,678  83,515  5,410,193  (3,198)  5,406,994

営業利益又は営業損失（△）  456,868  △39,459  417,409 (330,113)  87,295

  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 

期間区分 売上高の増加額 営業利益の増加額 

 当第３四半期連結累計期間 198,605千円 61,266千円 



  

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) 

 （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」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。 

 この変更による、従来の方法に比べた日本地域への影響額は以下の通りとなります。 

  

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） 

 海外売上高が連結売上高の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。 

  

〔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  5,854,284  25,678  5,879,963 －  5,879,963

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  406,414  406,414 (406,414)  －

計  5,854,284  432,093  6,286,377 (406,414)  5,879,963

営業利益又は営業損失（△）  108,129  12,377  120,507 (121,444)  △937

  
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  5,352,110  54,884  5,406,994 －  5,406,994

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  319,617  319,617 (319,617)  －

計  5,352,110  374,501  5,726,611 (319,617)  5,406,994

営業利益又は営業損失（△）  186,625  △16,252  170,373 (83,077)  87,295

期間区分 売上高の増加額 営業利益の増加額 

 当第３四半期連結累計期間 198,605千円 61,266千円 

〔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



 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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