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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（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の当社グループを取り巻く環境は、住宅の安心・安全エネルギー確保に対する関心が

強まるなか、当社はゼロエネルギー住宅、低ランニングコスト住宅としてイザットハウスを提案してまいりまし

た。また、５月には新商品「ソラシア」を販売開始し、既存の商品と比較して、断熱性を更にアップさせることで

ランニングコストが低く、住宅本体価格はイニシャルコストを抑えたいわゆる「高コストパフォーマンス住宅」と

なり、「高性能×低ランニングコスト×低イニシャルコスト」の新たなニーズに応えております。しかしながら

「ゼロ・エネルギー化」に対する補助事業などの効果は第４四半期にずれ込むと予想されます。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高４億45百万円（前年同四半期期比２億36百万円減）、営

業損失１億６百万円（前年同四半期は営業損失７万円）、経常損失１億19百万円（前年同四半期は経常損失５百万

円）、四半期純損失１億37百万円（前年同四半期は四半期純損失５百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は４億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ80百万円減少いたしまし

た。その主な要因といたしましては、「長期貸付金」を93百万円回収したことが挙げられます。 

 負債合計は２億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ56百万円増加いたしました。その主な要因といたしま

しては、「買掛金」が25百万円増加し「短期借入金」が20百万円増加したことが挙げられます。 

 純資産合計は１億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億37百万円減少し、自己資本比率は38.9％となり

ました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年８月10日付で公表した、平成24年12月期通期の業績予想に変更ありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

    

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当第3四半期連結累計期間において、重要な営業損失106百万円、経常損失119百万円及び四半

期純損失137百万円を計上するに至ったことから、継続企業の前提に重要な疑義が存在していると認識しておりま

す。 

 当社グループは、同状況を解消するため、人員削減、本社移転による家賃の削減及びその他の経費削減を実施す

ることによるコスト削減を徹底するとともに、スポーツ事業における不採算店舗の売却検討及び新規事業の検討を

進め、経営資源の選択と集中を行う所存であります。その他、財務面におきましても必要十分な現預金を有してい

ることに鑑み、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。 
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４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

        

前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

資産の部 

    

  

流動資産 

    

    

現金及び預金 74,839 152,705 

    

受取手形及び売掛金 109,173 38,943 

    

商品 33,241 25,960 

    

未成工事支出金 38 － 

    

短期貸付金 12,030 24,699 

    

その他 15,970 40,525 

    

貸倒引当金 △790 △10,220 

    

流動資産合計 244,503 272,614 

  

固定資産 

    

    

有形固定資産 

    

      

建物及び構築物（純額） 93,748 69,278 

      

機械装置及び運搬具（純額） 4,285 683 

      

その他（純額） 1,333 392 

      

有形固定資産合計 99,367 70,355 

    

無形固定資産 

    

      

ソフトウエア 16,275 8,581 

      

その他 293 293 

      

無形固定資産合計 16,568 8,874 

    

投資その他の資産 

    

      

長期貸付金 108,280 15,273 

      

長期未収入金 － 54,079 

      

破産更生債権等 32,077 1,088 

      

敷金及び保証金 53,579 49,209 

      

その他 1,122 892 

      

貸倒引当金 △30,377 △28,128 

      

投資その他の資産合計 164,683 92,415 

    

固定資産合計 280,619 171,645 

  

資産合計 525,122 444,259 
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（単位：千円）

      

前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

負債の部 

    

  

流動負債 

    

    

買掛金 51,479 76,874 

    

短期借入金 － 20,000 

    

1年内返済予定の長期借入金 28,176 30,524 

    

未払法人税等 1,660 1,195 

    

その他 31,749 65,495 

    

流動負債合計 113,065 194,089 

  

固定負債 

    

    

長期借入金 67,740 44,260 

    

長期預り保証金 30,700 29,000 

    

その他 3,269 3,915 

    

固定負債合計 101,709 77,175 

  

負債合計 214,774 271,265 

純資産の部 

    

  

株主資本 

    

    

資本金 226,589 226,589 

    

資本剰余金 190,484 190,484 

    

利益剰余金 △106,725 △244,079 

    

株主資本合計 310,347 172,993 

  

純資産合計 310,347 172,993 

負債純資産合計 525,122 444,259 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 682,466 445,783 

売上原価 482,756 342,509 

売上総利益 199,710 103,274 

販売費及び一般管理費 207,003 209,401 

営業損失（△） △7,293 △106,127 

営業外収益 

    

  

受取利息 1,666 1,956 

  

受取手数料 3,315 251 

  

償却債権取立益 － 12,747 

  

その他 21 126 

  

営業外収益合計 5,004 15,081 

営業外費用 

    

  

支払手数料 943 402 

  

支払利息 1,620 1,334 

  

貸倒引当金繰入額 － 27,039 

  

貸倒損失 762 － 

  

その他 5 76 

  

営業外費用合計 3,331 28,852 

経常損失（△） △5,621 △119,897 

特別利益 

    

  

貸倒引当金戻入額 5,556 － 

  

特別利益合計 5,556 － 

特別損失 

    

  

固定資産除却損 － 2,039 

  

減損損失 － 14,365 

  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,308 － 

  

商品廃棄損 3,222 － 

  

特別損失合計 4,530 16,405 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,596 △136,302 

法人税、住民税及び事業税 412 1,051 

法人税等合計 412 1,051 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,008 △137,354 

四半期純損失（△） △5,008 △137,354 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,008 △137,354 

四半期包括利益 △5,008 △137,354 

（内訳） 

    

  

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,008 △137,354 

  

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  

   

   

（４）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。  

   

   

（５）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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