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1.  平成22年10月期第3四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年7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3四半期 19,235 △6.6 △210 ― △204 ― △281 ―
21年10月期第3四半期 20,602 ― △333 ― △342 ― △469 ―

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3四半期 △55.26 ―
21年10月期第3四半期 △91.70 ―

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3四半期 22,806 4,961 20.9 936.37
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3四半期  4,773百万円 21年10月期  5,124百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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）当四半期における業績予想の修正有無  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 29,500 0.5 350 239.4 300 218.5 160 ― 31.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  
 
※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  86,035株 21年10月期  85,901株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Q 5,098,079株 21年10月期3Q 5,123,204株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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を始めとする政策の効果等を

背景に、景気は着実に持ち直してきており、自律回復への基盤が整いつつありました。一方、海外景気の下振れ懸

念及びデフレの影響等の景気を下押しするリスクや雇用情勢の悪化懸念が依然として存在しており、予断を許さな

い状況でありました。 

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着実に持ち直してきており、分譲住宅の着工は持ち直しの様相をみせまし

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、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３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、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。また、事業用資産の減損損失が発生したこと等による特別損失 百万円を計上したこ

とにより、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、分譲住宅の販売は好調だったものの、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。一方、仕入コスト及び販売管理費の削減により、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、主な販売先である地場工務店には、住宅税制の優遇措置や住宅

版エコポイント制度等の経済対策の効果が限定的であったことから、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。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四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 百万円増加し、 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、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３四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３四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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

19,235 6.6

210 333 204

342 52

281 469

9,905 4.2

122 337

9,329

9.1 58 21

535 22,806

693

1,325

902 17,845

498 1,400 383

366 4,961

281 50
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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、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３四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

ります。 

（財務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ける財務活動による資金の増加は、 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。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年10月期の通期の連結業績予想につきましては、平成22年６月14日公表いたしました「平成22年10月期第

２四半期決算短信」における業績予想数値から変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・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。   

なお、この変更による損益への影響はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

693 3,102

1,434 647

1,343

54 91

63

794 349

1,400

498 51

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年７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 3,102,592 3,796,522

受取手形及び売掛金 2,564,610 2,564,543

未成工事支出金 911,118 627,458

販売用不動産 5,599,278 5,335,561

仕掛販売用不動産 5,048,372 4,422,721

商品及び製品 474,060 321,963

貯蔵品 4,376 4,624

繰延税金資産 193,507 173,028

その他 327,284 287,973

貸倒引当金 △75,272 △75,779

流動資産合計 18,149,928 17,458,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 842,516 876,453

土地 2,953,013 2,943,340

その他（純額） 67,204 116,263

有形固定資産合計 3,862,734 3,936,057

無形固定資産 70,275 81,749

投資その他の資産   

投資有価証券 336,176 369,005

繰延税金資産 299,569 326,030

その他 313,929 316,046

貸倒引当金 △226,008 △216,397

投資その他の資産合計 723,667 794,685

固定資産合計 4,656,677 4,812,492

資産合計 22,806,606 22,271,112
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年７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 5,660,174 6,004,736

短期借入金 7,500,000 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 27,772 36,115

未成工事受入金 1,023,293 639,582

賞与引当金 167,342 143,769

完成工事補償引当金 31,316 29,641

その他 773,835 800,176

流動負債合計 15,848,533 14,418,821

固定負債   

長期借入金 836,600 1,335,200

退職給付引当金 932,405 903,668

役員退職慰労引当金 185,428 215,638

負ののれん 6,769 8,839

その他 35,742 61,039

固定負債合計 1,996,945 2,524,386

負債合計 17,845,478 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 2,474,993 2,807,670

自己株式 △26,764 △26,716

株主資本合計 4,659,209 4,991,934

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114,371 132,169

評価・換算差額等合計 114,371 132,169

少数株主持分 187,546 203,801

純資産合計 4,961,127 5,327,904

負債純資産合計 22,806,606 22,271,112
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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11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 20,602,839 19,235,160

売上原価 16,978,664 15,768,148

売上総利益 3,624,174 3,467,011

販売費及び一般管理費 3,957,249 3,677,686

営業損失（△） △333,074 △210,674

営業外収益   

受取利息 3,651 2,142

受取配当金 3,218 5,968

仕入割引 13,114 14,043

受取手数料 17,446 12,920

負ののれん償却額 3,092 3,160

その他 13,827 21,680

営業外収益合計 54,351 59,916

営業外費用   

支払利息 60,740 52,315

その他 2,868 1,694

営業外費用合計 63,608 54,009

経常損失（△） △342,331 △204,767

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,487 4,500

完成工事補償引当金戻入額 3,373 －

特別利益合計 12,861 4,500

特別損失   

固定資産除却損 463 21

減損損失 16,152 47,336

販売用不動産評価損 51,764 －

投資有価証券評価損 5,021 5,566

特別損失合計 73,402 52,924

税金等調整前四半期純損失（△） △402,872 △253,192

法人税、住民税及び事業税 26,535 23,416

法人税等調整額 45,401 17,698

法人税等合計 71,937 41,115

少数株主損失（△） △5,028 △12,611

四半期純損失（△） △469,781 △281,696
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年７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（△） △402,872 △253,192

減価償却費 164,306 129,148

減損損失 16,152 47,336

のれん償却額 △3,092 △3,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,261 9,104

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,450 23,572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,057 △30,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,112 1,427

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7,873 1,675

受取利息及び受取配当金 △6,869 △8,111

支払利息 60,740 52,315

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021 5,566

固定資産除却損 463 21

売上債権の増減額（△は増加） 922,202 603,546

仕入債務の増減額（△は減少） △1,250,597 △416,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 326,506 △1,343,200

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,558 △104,173

未払債務の増減額（△は減少） △71,233 －

その他 △258,024 △80,685

小計 △536,272 △1,365,515

利息及び配当金の受取額 6,869 8,111

利息の支払額 △54,330 △47,644

法人税等の支払額 △65,850 △26,160

その他 1,722 △3,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △647,861 △1,434,212

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 △66,891 △5,832

無形固定資産の取得による支出 △9,093 △4,857

投資有価証券の取得による支出 △2,075 △2,325

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 4,500 25,400

長期前払費用の取得による支出 △7,060 －

その他 △179 △209

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,840 △54,044

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） 550,000 1,400,000

長期借入金の返済による支出 － △498,600

自己株式の取得による支出 △26,716 △47

リース債務の返済による支出 △90,946 △55,682

配当金の支払額 △77,306 △51,343

少数株主への配当金の支払額 △5,699 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 349,331 794,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △390,370 △693,930

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 3,085,461 3,102,592
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日）  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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、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。 

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年５月１日 至 平成22年７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11月１日 至 平成21年７月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  10,340,557    10,262,281  20,602,839  －  20,602,839

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,820,500  1,820,500 (1,820,500)  －

計  10,340,557  12,082,782  22,423,339 (1,820,500)  20,602,839

営業利益又は営業損失（△）  △337,230  21,139    △316,091  (16,983)  △333,074

  
 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  9,905,388      9,329,772  19,235,160  －  19,235,160

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,550  1,857,990  1,859,540 (1,859,540)  －

計  9,906,938  11,187,762  21,094,701 (1,859,540)  19,235,160

営業損失（△）  △122,186  △58,011  △180,197 (30,476)  △210,674

33,610 3,370
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〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

海外売上高がないため、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11月１日 至 平成21年７月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年11月１日 至 平成22年７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３四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３四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。 

（３）仕入実績 

 当第３四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．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年７月31日） 

施工高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  6,740,975  98.2

合計  6,740,975  98.2

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年７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  11,680,588 102.8 8,139,400  108.4

合計 11,680,588 102.8 8,139,400  108.4

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年７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  9,704,870  94.2

合計  9,704,870  94.2
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（４）販売実績 

 当第３四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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年７月31日） 

販売高（千円） 前年同四半期比（％）

住宅事業  9,905,388  95.8

住宅部資材加工・販売事業  9,329,772  90.9

合計  19,235,160  93.4
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