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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4月30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2四半期 12,520 △10.4 △233 ― △235 ― △261 ―
21年10月期第2四半期 13,977 ― △303 ― △309 ― △413 ―

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2四半期 △51.21 ―
21年10月期第2四半期 △80.43 ―

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2四半期 22,133 5,001 21.8 947.33
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2四半期  4,829百万円 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 ― 5.00
22年10月期 

（予想）
― 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 29,500 0.5 350 239.4 300 218.5 160 ― 31.38
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,098,099株 21年10月期第2四半期 5,135,965株
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当第２四半期連結累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、海外景気の下振れ懸念やデ

フレの影響等もあり、景気は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、住宅税制の優遇措置や住宅版エコポイント制度の新設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。 

このような状況のもと、当社グループは住まいづくりに関する総合的なサービスを展開し、人と住まいと環境に

おける 高のクオリティの実現を目指してまいりました。また、収益体質の改善に注力するとともに、平成22年３

月にエコホームパネル㈱の子会社化により、当社グループ間のシナジー効果の向上とビジネスチャンスの拡大を推

進してまいりました。 

経営成績に関しましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）とな

りました。利益面では、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）となりました。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、依然として続く雇用・所得環境に起因する生活防衛意識もあって、住宅購入意欲は

低迷しており、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 ％減）とな

りました。また、仕入コストの削減及び販売管理費の見直しにより、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、建築資材の需要減少の影響を受け、売上高は 百万円（前年

同四半期比 ％減）となりました。利益面では、売上高の落ち込みが大きく影響したことから、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２四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、仕掛販売用不動産、商品

及び製品 百万円の増加等によるものであります。 

（負債） 

当第２四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、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 百

万円の増加等によるものであります。 

（純資産） 

当第２四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 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２四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、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２四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ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累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 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資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。主な減少要因は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 百万円であ

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

12,520 10.4

233 303 235

309 261

413

6,404 5.4

142

310

6,115

15.1 83

17

２．連結財政状態に関する定性的情報

137 22,133

710

519

188 17,131

332 150 398

326 5,001

261 25

710 3,086

387 1,498

470

541

75 87

63
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ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務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。 

  

平成21年12月11日公表の平成22年10月期の通期の連結業績予想に対して修正を行うことといたしました。 

新設住宅着工戸数は、長期優良住宅制度や住宅版エコポイント制度等の需要喚起策によって徐々に回復傾向がみ

られ、それにともなって住宅事業における受注や利益率も向上しております。一方、住宅部資材加工・販売事業の

主な販売先である地場工務店には、これらの政策効果がまだ波及しておらず売上の減少を見込まれることから、各

段階利益とも前回予想を下回る見通しとなりました。 

  

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２四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。 

  

247 708

150

332 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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 3,086,128 3,796,522

受取手形及び売掛金 2,659,669 2,564,543

未成工事支出金 838,554 627,458

販売用不動産 5,336,042 5,335,561

仕掛販売用不動産 4,568,850 4,422,721

商品及び製品 483,866 321,963

貯蔵品 3,995 4,624

繰延税金資産 155,244 173,028

その他 302,472 287,973

貸倒引当金 △81,961 △75,779

流動資産合計 17,352,863 17,458,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 890,247 876,453

土地 2,969,415 2,943,340

その他（純額） 86,057 116,263

有形固定資産合計 3,945,719 3,936,057

無形固定資産 78,992 81,749

投資その他の資産   

投資有価証券 356,963 369,005

繰延税金資産 302,781 326,030

その他 327,575 316,046

貸倒引当金 △231,663 △216,397

投資その他の資産合計 755,656 794,685

固定資産合計 4,780,369 4,812,492

資産合計 22,133,232 22,271,112
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 6,100,956 6,004,736

短期借入金 6,250,000 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 21,518 36,115

未成工事受入金 1,037,800 639,582

賞与引当金 118,555 143,769

完成工事補償引当金 35,071 29,641

その他 718,257 800,176

流動負債合計 14,946,959 14,418,821

固定負債   

長期借入金 1,002,800 1,335,200

退職給付引当金 950,061 903,668

役員退職慰労引当金 179,612 215,638

負ののれん 7,731 8,839

その他 44,798 61,039

固定負債合計 2,185,003 2,524,386

負債合計 17,131,963 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 2,521,083 2,807,670

自己株式 △26,716 △26,716

株主資本合計 4,705,347 4,991,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124,232 132,169

評価・換算差額等合計 124,232 132,169

少数株主持分 171,689 203,801

純資産合計 5,001,269 5,327,904

負債純資産合計 22,133,232 22,271,112
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 13,977,062 12,520,477

売上原価 11,582,458 10,278,415

売上総利益 2,394,603 2,242,061

販売費及び一般管理費 2,698,116 2,475,709

営業損失（△） △303,512 △233,647

営業外収益   

受取利息 3,148 1,623

受取配当金 3,003 3,193

仕入割引 8,396 9,227

受取手数料 11,030 8,557

負ののれん償却額 2,004 2,198

その他 10,627 9,202

営業外収益合計 38,212 34,002

営業外費用   

支払利息 42,528 35,089

その他 2,070 1,087

営業外費用合計 44,599 36,177

経常損失（△） △309,900 △235,822

特別利益   

貸倒引当金戻入額 659 －

完成工事補償引当金戻入額 2,867 －

特別利益合計 3,527 －

特別損失   

固定資産除却損 431 21

減損損失 9,457 －

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 66,676 21

税金等調整前四半期純損失（△） △373,049 △235,844

法人税、住民税及び事業税 9,128 6,959

法人税等調整額 37,318 46,473

法人税等合計 46,446 53,433

少数株主損失（△） △6,424 △28,180

四半期純損失（△） △413,071 △261,096
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30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（△） △373,049 △235,844

減価償却費 112,296 87,134

減損損失 9,457 －

のれん償却額 △2,004 △2,198

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,766 21,448

賞与引当金の増減額（△は減少） △95,921 △25,213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,804 △36,026

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,568 19,083

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,867 5,429

受取利息及び受取配当金 △6,152 △4,816

支払利息 42,528 35,089

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021 －

固定資産除却損 431 21

売上債権の増減額（△は増加） 250,642 470,150

仕入債務の増減額（△は減少） △1,096,071 25,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △162,790 △541,212

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,427 △93,671

未払債務の増減額（△は減少） △338 －

その他 △79,980 △62,046

小計 △1,403,617 △336,985

利息及び配当金の受取額 6,152 4,816

利息の支払額 △44,626 △35,625

法人税等の支払額 △58,379 △19,356

その他 1,865 △576

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,498,605 △387,727

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 △66,912 △5,412

無形固定資産の取得による支出 △3,431 △4,857

投資有価証券の取得による支出 △1,460 △1,596

子会社株式の取得による支出 △11,040 △3,220

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △63,000

長期貸付金の回収による収入 3,000 3,000

長期前払費用の取得による支出 △7,060 －

その他 △106 △117

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,011 △75,204

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） 850,000 150,000

長期借入金の返済による支出 － △332,400

自己株式の取得による支出 △26,716 －

リース債務の返済による支出 △57,755 △39,109

配当金の支払額 △51,570 △25,952

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 708,296 △247,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △877,320 △710,394

現金及び現金同等物の期首残高 3,475,831 3,796,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,598,511 3,086,128
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30日）  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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、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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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  6,772,471      7,204,590  13,977,062  －  13,977,062

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,212,780  1,212,780 (1,212,780)  －

計  6,772,471  8,417,371  15,189,842 (1,212,780)  13,977,062

営業利益又は営業損失（△）  △310,705  17,197  △293,508 (10,004)  △303,512

  
 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  6,404,944      6,115,532  12,520,477  －  12,520,477

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,550  1,168,965  1,170,515 (1,170,515)  －

計  6,406,494  7,284,498  13,690,992 (1,170,515)  12,520,477

営業損失（△）  △142,713  △83,993  △226,706 (6,940)  △233,647

30,231 3,197

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年４月30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２四半期連結累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２四半期連結累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。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日） 

施工高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  4,571,267  99.6

合計  4,571,267  99.6

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30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  7,758,347 105.8 7,717,603  109.6

合計 7,758,347 105.8 7,717,603  109.6
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(3) 仕入実績 

 当第２四半期連結累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。 

(4) 販売実績 

 当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日） 

仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅部資材加工・販売事業  6,370,621  87.4

合計  6,370,621  87.4

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年４月30日） 

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  6,404,944  94.6

住宅部資材加工・販売事業  6,115,532  84.9

合計  12,520,477  89.6
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