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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 12,433 △29.6 206 △8.8 △91 ― △151 ―

22年3月期第3四半期 17,663 △24.9 226 ― △266 ― △265 ―

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

23年3月期第3四半期 △9.48 ―

22年3月期第3四半期 △16.67 ―

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

23年3月期第3四半期 21,227 7,597 35.8 476.57
22年3月期 24,739 7,785 31.5 488.35

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,597百万円 22年3月期  7,785百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 19,600 △21.7 730 △21.8 253 △19.6 176 △36.9 11.04



(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  有  
（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が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、[添付資料]P．２「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]P．３「その他の情報」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） 23年3月期3Q  16,216,512株 22年3月期  16,216,512株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  274,221株 22年3月期  274,221株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  15,942,291株 22年3月期3Q  15,942,311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、好調な新興国の経済成長にともなう輸出や生産の回復に加

え、各種の経済政策効果を背景として企業収益の改善傾向が続くなど一部回復の兆しが見られましたが、株式相場

の低迷や円高による為替リスク、依然として厳しい雇用環境や所得環境の伸び悩みなどにより、景気の先行きは不

透明な状況のまま推移いたしました。 

建設・不動産業界におきましては、贈与税の軽減措置や住宅ローン減税の拡充、太陽光発電システムに対する補

助金制度などの住宅取得促進施策により住宅着工戸数は回復基調となりましたが、雇用・所得環境の低迷などによ

り住宅取得意欲の本格的な改善には至りませんでした。 

このような状況の中で、当社グループは、中期経営計画に掲げたドミナント戦略に基づき、各総合事業拠点を中

心とした地域密着型の営業展開を行い、受注・販売活動を推進するとともに、戸建分譲事業用地の販売手法である

「バイ・コンセプト」（予めお客様のライフスタイルやお好みなどをお伺いし間取りに反映させてから契約・着工

する手法）の導入を推進・拡大することで完成在庫の増加を抑制し、なおかつ幅広い層のお客様のご要望にお応え

することができました。また一方では既存物件の早期完売に取り組み、営業情報や手法の集中・共有を図り、なお

一層の業務の効率化、コストの低減と販売費及び一般管理費の節減に努め、収益の向上に取り組んでまいりまし

た。 

建設事業につきましては、注文住宅の商品「L’fits＜ラフィス＞」やリフォーム商品の「住まいの改装物語＜

えらべるリフォーム＞」を主軸に、各事業拠点を中心とした住宅エコポイントセミナーや税金相談会など住宅に関

係するイベントをはじめ、地域に根付いたソーシャルコミュニティサロンとしての役割を担った音楽会などの文化

的交流の活動も含めたイベントなどを開催し、集客及び受注の拡大に努めてまいりました。 

不動産事業につきましては、主として「バイ・コンセプト」の導入を推進・拡大してまいりました。お客様との

契約の後に着工することで、完成在庫増加の抑制と収益確保の両面の向上を推し進めることができました。 

ドミナントエリアの活動におきましては、東京地区は、本社を中心にセミナーやイベントを頻繁に開催し集客活

動を行った他、多摩地区では、昨年９月よりドミナント活動の拠点を三鷹市に移転し、‘三鷹リボン館’として注

文・リフォーム・分譲のワンストップサービスをスタートいたしました。オープンからまだ４ヶ月という期間です

が数多くのお客様にご来店いただき、多くの反響を得ることができました。地域に密着した営業展開にさらに自信

を積み重ね、今後もより一層、近隣周辺も含めた地域密着型のサービス展開を行ってまいります。  

また一方の新規土地の仕入では、不動産市場の回転が今ひとつ伸び悩む中でも、首都圏を中心に次期販売に向け

た用地仕入を本格的に再開し、ドミナント戦略に基づいた各地域で着実に用地を取得しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間比の売上高の減少につきましては、前期において収益不動産物件の売却が順調

に進捗したことから長期在庫が減少し、前第３四半期連結累計期間における物件売却39億３千万円に対し、当第３

四半期連結累計期間では６億８千万円となり、32億５千万円減少したことによるものであります。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は124億３千３百万円（前年同期比29.6％減）、営業利益は２億

６百万円（前年同期比8.8％減）となりましたが、経常損失は９千１百万円（前年同期は２億６千６百万円の経常

損失）、四半期純損失は１億５千１百万円（前年同期は２億６千５百万円の四半期純損失）の計上となりました。

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、212億２千７百万円となり、前連結会計年度末と比べて35億１

千２百万円の減少となりました。これは主に、販売用不動産などたな卸資産が21億７千５百万円、現金預金が８億

４千１百万円、土地が２億５千５百万円減少したことなどによるものであります。  

負債につきましては、負債総額が136億２千９百万円となり、前連結会計年度末と比べて33億２千４百万円の減

少となりました。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年内償還予定を含む）の合計が33億円減少し

たことによるものであります。  

また、純資産は、75億９千７百万円となり、前連結会計年度末と比べて１億８千７百万円の減少となりました。

これは主に、四半期純損失が１億５千１百万円計上されたことなどによるものであります。この結果、自己資本比

率は35.79％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成22年11月８日に公表いたしました連結業

績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

たな卸資産の評価方法  

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）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営業利益は4,366千円減少し、経常損失は4,366千円増加し、税金等調

整前四半期純損失は43,681千円増加しております。 

  

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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,325,967 2,167,944

受取手形・完成工事未収入金等 473,556 356,870

未成工事支出金 694,624 240,687

販売用不動産 10,937,015 13,900,089

仕掛販売用不動産 3,015,296 2,681,051

その他のたな卸資産 15,798 16,714

その他 226,546 216,725

貸倒引当金 △5,754 △11,590

流動資産合計 16,683,051 19,568,493

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,617,141 2,873,076

その他（純額） 1,052,287 1,155,355

有形固定資産合計 3,669,429 4,028,431

無形固定資産 175,505 200,850

投資その他の資産   

投資有価証券 83,317 179,736

その他 616,175 817,435

貸倒引当金 △121 △55,217

投資その他の資産合計 699,371 941,954

固定資産合計 4,544,306 5,171,236

資産合計 21,227,358 24,739,730
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,040,441 1,216,563

短期借入金 8,329,726 12,162,303

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 14,904 42,319

賞与引当金 63,885 －

完成工事補償引当金 87,363 110,485

その他 1,555,777 1,347,278

流動負債合計 11,142,098 14,928,950

固定負債   

社債 300,000 350,000

長期借入金 1,162,511 580,392

退職給付引当金 681,724 669,299

その他 343,360 425,687

固定負債合計 2,487,596 2,025,379

負債合計 13,629,694 16,954,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,820,590 6,820,590

資本剰余金 570,950 570,950

利益剰余金 340,708 571,514

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,641,841 7,872,647

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,503 40,090

土地再評価差額金 △47,681 △127,338

評価・換算差額等合計 △44,177 △87,247

純資産合計 7,597,663 7,785,399

負債純資産合計 21,227,358 24,739,730
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 17,663,878 12,433,050

売上原価 14,786,877 9,829,647

売上総利益 2,877,000 2,603,403

販売費及び一般管理費 2,650,659 2,396,897

営業利益 226,340 206,505

営業外収益   

受取利息 10,723 652

受取配当金 3,770 3,249

投資有価証券売却益 6,575 29,215

その他 27,297 19,776

営業外収益合計 48,366 52,893

営業外費用   

支払利息 502,833 324,729

その他 38,459 25,746

営業外費用合計 541,293 350,476

経常損失（△） △266,585 △91,077

特別利益   

固定資産売却益 17 10,992

会員権売却益 36,800 －

貸倒引当金戻入額 2,806 444

役員退職慰労金戻入額 － 35,381

特別利益合計 39,624 46,818

特別損失   

固定資産売却損 － 14,787

固定資産除却損 4,970 30,660

減損損失 － 15,725

投資有価証券評価損 22,693 637

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,314

その他 700 －

特別損失合計 28,364 101,125

税金等調整前四半期純損失（△） △255,326 △145,384

法人税、住民税及び事業税 19,324 18,493

法人税等調整額 △8,897 △12,729

法人税等合計 10,427 5,764

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △151,148

四半期純損失（△） △265,753 △151,148
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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