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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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10月期第1四半期 5,039 △20.7 △340 ― △342 ― △373 ―
21年10月期第1四半期 6,353 ― △227 ― △227 ― △361 ―

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10月期第1四半期 △73.26 ―
21年10月期第1四半期 △70.08 ―

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10月期第1四半期 22,024 4,901 21.4 924.44
21年10月期 22,271 5,327 23.0 1,005.10

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  4,712百万円 21年10月期  5,124百万円

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10月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年10月期 ―
22年10月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

13,500 △3.4 △170 ― △190 ― △200 ― △39.23

通期 30,000 2.2 450 336.3 400 324.7 200 ― 39.23
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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大きく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10月期第1四半期 5,184,000株 21年10月期  5,184,000株
② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  85,901株 21年10月期  85,901株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 5,098,099株 21年10月期第1四半期 5,161,533株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果等を背景に、景気の持ち

直し傾向がみられました。一方、雇用・所得環境は依然として厳しい状況におかれており、自律的な回復には至りま

せんでした。 

住宅業界におきましては、平成21年の全国の新設住宅着工戸数は78万8,410戸で、昭和39年以来45年ぶりの80万戸

割れとなり、前年比では27.9％減と大きな下げ幅を記録いたしました。一方、当第１四半期連結会計期間におきまし

ては、住宅税制の優遇措置等の経済対策の効果もあって、新設住宅着工戸数における持家の着工は持ち直しの動きが

みられ、貸家、分譲住宅の着工は下げ止まりの様相をみせつつありました。 

このような事業環境のもと、当第１四半期連結会計期間につきましては、新設住宅着工戸数に底入れの兆しがある

ものの、極めて低い水準で推移しており、住宅事業におきましては、分譲住宅及び分譲土地の販売が伸び悩み、住宅

部資材・加工販売事業におきましても、建材需要が低水準だったことから、販売が伸び悩みました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は 百万円

（前年同四半期の営業損失は 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期の経常損失は 百万円）、四半期

純損失は 百万円(前年同四半期の四半期純損失は 百万円）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。 

（住宅事業） 

住宅事業につきましては、分譲住宅及び分譲土地の販売が伸び悩み、売上高は 百万円（前年同四半期比

22.9％減）、営業損失は 百万円（前年同四半期の営業損失は 百万円）となりました。 

（住宅部資材加工・販売事業） 

住宅部資材加工・販売事業につきましては、新設住宅着工戸数の低迷により、建材需要は依然として盛り上が

りを欠いており、売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は 百万円（前年同四半期の営

業利益は 百万円）となりました。   

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円

となりました。主な要因は、現金及び預金 百万円の減少、並びに未成工事支出金、販売用不動産及び仕掛販

売用不動産 百万円の増加等によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円

となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金 百万円と長期借入金 百万円の減少、並びに短期借入金

百万円と未成工事受入金342百万円の増加等よるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少し、 百万円

となりました。主な要因は、四半期純損失の 百万円及び剰余金の配当 百万円により、利益剰余金が減少し

たこと等によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四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。）は、前連結会計年度末に比

べ 百万円減少し、 百万円となりました。 

当第１四半期連結会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ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、 百万円（前年同四半期は 百万

円の資金の減少）となりました。主な増加要因は売上債権減少額 百万円であり、主な減少要因はたな卸資

産の増加額 百万円、仕入債務の減少額 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、６百万円（前年同四半期は 百万円の資

金の減少）となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得による支出７百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は、87百万円（前年同四半期は 百万円

の資金の増加）となりました。主な増加要因は短期借入金の純増額 百万円であり、主な減少要因は長期借

【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

5,039 20.7 340

227 342 227

373 361

2,076

275 249

2,963 19.0 56

35

２．連結財政状態に関する定性的情報

246 22,024

960

837

179 17,122

123 166

300

426 4,901

373 25

960 2,836

1,042 1,939

531

980 123

19

1,643

300
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入金の返済による支出 百万円、配当金の支払額 百万円であります。  

  

現時点において、平成21年12月11日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四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。   

なお、この変更による損益への影響はありません。 

166 25

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

サーラ住宅㈱（1405）　平成22年10月期　第１四半期決算短信

－4－



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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,836,078 3,796,522

受取手形及び売掛金 2,391,742 2,564,543

未成工事支出金 978,638 627,458

販売用不動産 5,485,601 5,335,561

仕掛販売用不動産 4,758,862 4,422,721

商品及び製品 466,243 321,963

貯蔵品 3,820 4,624

繰延税金資産 141,822 173,028

その他 292,118 287,973

貸倒引当金 △67,196 △75,779

流動資産合計 17,287,731 17,458,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 863,671 876,453

土地 2,943,340 2,943,340

その他（純額） 99,397 116,263

有形固定資産合計 3,906,410 3,936,057

無形固定資産 75,861 81,749

投資その他の資産   

投資有価証券 348,007 369,005

繰延税金資産 317,791 326,030

その他 336,161 316,046

貸倒引当金 △247,473 △216,397

投資その他の資産合計 754,485 794,685

固定資産合計 4,736,757 4,812,492

資産合計 22,024,488 22,271,112
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,881,065 6,004,736

短期借入金 6,400,000 6,100,000

1年内返済予定の長期借入金 664,800 664,800

未払法人税等 8,525 36,115

未成工事受入金 982,042 639,582

賞与引当金 64,262 143,769

完成工事補償引当金 31,778 29,641

その他 777,467 800,176

流動負債合計 14,809,942 14,418,821

固定負債   

長期借入金 1,169,000 1,335,200

退職給付引当金 910,030 903,668

役員退職慰労引当金 174,428 215,638

負ののれん 7,748 8,839

その他 51,722 61,039

固定負債合計 2,312,931 2,524,386

負債合計 17,122,873 16,943,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,018,590 1,018,590

資本剰余金 1,192,390 1,192,390

利益剰余金 2,408,712 2,807,670

自己株式 △26,716 △26,716

株主資本合計 4,592,975 4,991,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119,898 132,169

評価・換算差額等合計 119,898 132,169

少数株主持分 188,741 203,801

純資産合計 4,901,615 5,327,904

負債純資産合計 22,024,488 22,271,112
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 6,353,135 5,039,861

売上原価 5,251,275 4,166,875

売上総利益 1,101,859 872,985

販売費及び一般管理費 1,329,151 1,213,760

営業損失（△） △227,291 △340,774

営業外収益   

受取利息 765 472

受取配当金 88 63

仕入割引 4,541 4,982

受取手数料 7,250 6,770

負ののれん償却額 1,002 1,090

その他 9,840 4,224

営業外収益合計 23,488 17,603

営業外費用   

支払利息 21,697 18,368

その他 1,987 524

営業外費用合計 23,685 18,892

経常損失（△） △227,488 △342,063

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,669 5,647

特別利益合計 1,669 5,647

特別損失   

固定資産除却損 124 21

販売用不動産評価損 51,764 －

投資有価証券評価損 5,021 －

特別損失合計 56,910 21

税金等調整前四半期純損失（△） △282,729 △336,437

法人税、住民税及び事業税 6,301 3,297

法人税等調整額 74,366 48,006

法人税等合計 80,668 51,303

少数株主損失（△） △1,669 △14,272

四半期純損失（△） △361,729 △373,468
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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（△） △282,729 △336,437

減価償却費 55,988 43,770

のれん償却額 △1,002 △1,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,032 22,493

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,185 △79,506

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,152 △41,209

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,203 6,362

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 335 2,137

受取利息及び受取配当金 △853 △535

支払利息 21,697 18,368

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021 －

固定資産除却損 124 21

売上債権の増減額（△は増加） △65,238 531,343

仕入債務の増減額（△は減少） △586,670 △123,226

たな卸資産の増減額（△は増加） △875,362 △980,835

未収消費税等の増減額（△は増加） △41,321 －

未払消費税等の増減額（△は減少） － △92,871

未払債務の増減額（△は減少） △338 －

その他 58,467 26,173

小計 △1,867,745 △1,005,044

利息及び配当金の受取額 853 535

利息の支払額 △15,595 △12,915

法人税等の支払額 △57,825 △22,626

その他 946 △2,087

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,939,366 △1,042,138

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 △10,036 △7,051

無形固定資産の取得による支出 △3,085 －

投資有価証券の取得による支出 △606 △620

長期貸付金の回収による収入 1,500 1,500

長期前払費用の取得による支出 △7,060 －

その他 △6 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,295 △6,233

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） 1,750,000 300,000

長期借入金の返済による支出 － △166,200

自己株式の取得による支出 △19,769 －

リース債務の返済による支出 △28,932 △20,203

配当金の支払額 △51,984 △25,669

少数株主への配当金の支払額 △5,661 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,643,650 87,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,010 △960,444

現金及び現金同等物の期首残高 3,500,084 3,796,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,185,074 2,836,078
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1) 住宅事業‥‥注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等 

(2) 住宅部資材加工・販売事業‥‥建築資材、住設機器等の販売、内外装・電気工事等 

３．会計処理の方法の変更 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

【定性的情報・財務諸表等】４．(3) ②に記載のとおり、当第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、営業損失が、住宅事業で 千円増加し、住宅部資材加工・販売事業で 千

円営業利益が減少しております。 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(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〕

  
 住宅事業 

（千円）  

住宅部資材加

工・販売事業 

（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  2,693,385      3,659,750  6,353,135  －  6,353,135

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  688,253  688,253  (688,253)  －

計  2,693,385  4,348,004  7,041,389  (688,253)  6,353,135

営業利益又は営業損失（△）  △249,867  35,215  △214,652  (12,639)  △227,291

  
 住宅事業 

（千円）  

住宅部資材加

工・販売事業 

（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  2,076,237      2,963,623  5,039,861  －  5,039,861

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,550  535,759  537,309  (537,309)  －

計  2,077,787  3,499,383  5,577,170  (537,309)  5,039,861

営業損失（△）  △275,448  △56,174  △331,623  (9,151)  △340,774

14,249 152

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１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。 

   

(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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施工、受注、仕入及び販売の状況 

(1) 施工実績 

 当第１四半期連結会計期間における施工実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記の金額には、土地の金額は含まれておりません。 

２．住宅部資材加工・販売事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、施工実績として表示することが適

切でないため記載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．施工高は、原価で記載しております。 

(2) 受注実績 

 当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．住宅部資材加工・販売事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、受注高、受注残高として表示する

ことが適切でないため記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年１月31日） 

施工高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  2,427,274  97.9

合計  2,427,274  97.9

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年１月31日） 

受注高 
（千円） 

前年同四半期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同四半期比
（％） 

住宅事業 3,463,327 100.2  7,751,290 107.0

合計 3,463,327 100.2  7,751,290 107.0

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年１月31日） 

仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅部資材加工・販売事業  3,156,775  81.9

合計  3,156,775  81.9
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(4) 販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売高は、販売価格で記載しております。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年１月31日） 

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  2,076,237  77.1

住宅部資材加工・販売事業  2,963,623  81.0

合計  5,039,861  79.3
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