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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 (％) 百万円 (％) 百万円 (％) 百万円 (％)

20年３月期第１四半期 356 (△14.2) △74 (－) △84 (－) △85 (－)

19年３月期第１四半期 415 (△0.5) △98 (－) △98 (－) △100 (－)

19年３月期 2,832 (△7.5) △101 (－) △110 (－) △305 (－)

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期  △2.87  －

19年３月期第１四半期  △3.44  －

19年３月期  △10.39  －

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 1,634 △51 △3.1  △1.71

19年３月期第１四半期 999 41 4.2  1.44

19年３月期 1,304 35 2.7  1.17

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 △656 0 501 400

19年３月期第１四半期 △211 △2 176 5

19年３月期 △175 △6 693 554

－ 1 －



２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

20年３月期第１四半期 － －

19年３月期第１四半期 － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,860 (57.8) 30 (－) 15 (－) 0 (－) 0 00

通期 5,000 (76.5) 285 (－) 250 (－) 235 (－) 7 84

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　無

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、今後の事業運営における様々

な要因、状況の変化等によって、予想数値と異なる可能性があります。

　なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページをご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当四半期における業績は、売上高3億56百万円と前年同期比58百万円減少(14.2%減)となり、営業損失74百万円、経常

損失84百万円の計上となりました。引渡時期の偏重傾向が強く、当四半期においては引渡件数が低位に推移するため、

毎事業年度費用先行の形となりますが、原価低減と販売費及び管理費の圧縮により、損失幅は前年同期比では改善して

おります。

　建築事業部門は、注文建築の受注は低調ですが、これをカバーするべく建売分譲へのシフトを進めております。

　賃貸事業部門は、不採算管理物件の整理を図り、利益改善に注力しております。

　不動産事業部門は、建売用地取得と仲介契約の獲得に注力しております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当四半期は、建売分譲用の土地仕入を行ったことにより流動資産が増加したため、総資産は前期末比3億29百万円増加

し、16億34百万円となりました。また、同土地仕入資金手当てのため、短期借入を行い流動負債が前期末比4億17百万円

増加しております。純資産は当四半期純損失85百万円の計上により51百万円の債務超過となりましたが、建築事業部門

の売上計上時期は偏重傾向があり、当四半期における売上高は毎事業年度低位に推移するため、中間期末では解消出来

るものと考えております。

　キャッシュ・フローは当四半期純損失85百万円の計上と建売分譲用の土地仕入に伴う「たな卸資産」の増加により、

営業キャッシュ・フローは6億56百万円の大幅なマイナスとなりました。同土地仕入資金手当てのため、金融機関より短

期借入を行っており財務キャッシュ・フローは5億1百万円の増加となりました。この結果、当四半期末での現金及び現

金同等物の残高は、前期末比1億54百万円減少し、4億円となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期は、売上高、利益とも概ね計画通りに推移しており、本資料に記載の予想値は平成19年5月10日付公表致

しました「平成19年3月期決算短信(非連結)」に記載の数値であり、現時点において中間期及び通期の業績予想に変更は

ございません。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 5,800 400,371 394,570 － 554,941

２．完成工事未収入
金及び売掛金

47,536 55,468 7,932 16.7 107,355

３．たな卸資産 97,559 1,046,254 948,694 972.4 508,682

４．その他 30,791 28,235 △2,555 △8.3 17,098

流動資産合計 181,688 1,530,330 1,348,641 742.3 1,188,078

Ⅱ　固定資産      

（有形固定資産）      

(1）土地及び建物 632,735 2,713 △630,022 △99.6 2,860

(2）その他 15,222 8,240 △6,982 △45.9 10,662

有形固定資産合計 647,958 10,953 △637,004 △98.3 13,523

（無形固定資産） 8,312 5,549 △2,762 △33.2 6,154

（投資その他の資
産)

     

(1）長期貸付金 241,761 45,280 △196,481 △81.3 54,339

(2）その他 122,881 53,690 △69,191 △56.3 53,940

貸倒引当金 △202,893 △14,663 188,230 － △14,711

投資その他の資産
合計

161,749 84,307 △77,442 △47.9 93,567

固定資産合計 818,020 100,810 △717,209 △87.7 113,245

Ⅲ　繰延資産 － 3,041 3,041 － 3,356

資産合計 999,708 1,634,181 634,473 63.5 1,304,680
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．工事未払金 247,675 242,240 △5,435 △2.2 413,376

２．短期借入金 － 502,000 502,000 － －

３．関係会社短期借
入金

177,437 500,000 322,562 181.8 500,000

４．未成工事受入金 118,364 156,309 37,944 32.1 57,543

５．その他 87,082 83,701 △3,380 △3.9 96,000

流動負債合計 630,560 1,484,251 853,691 135.4 1,066,920

Ⅱ　固定負債      

１．長期未払金 115,333 － △115,333 － －

２．預り敷金 155,030 142,591 △12,439 △8.0 147,343

３．退職給付引当金 42,922 46,213 3,291 7.7 43,728

４．その他 13,997 12,224 △1,772 △12.7 11,526

固定負債合計 327,283 201,029 △126,253 △38.6 202,598

負債合計 957,843 1,685,281 727,437 75.9 1,269,519

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 767,340 867,340 100,000 13.0 867,340

２．資本準備金 － 100,000 100,000 － 100,000

３．利益剰余金 △709,613 △1,000,399 △290,786 － △914,469

４．自己株式 △15,861 △18,039 △2,178 － △17,709

株主資本合計 41,865 △51,099 △92,964 － 35,160

純資産合計 41,865 △51,099 △92,964 － 35,160

負債及び純資産合
計

999,708 1,634,181 634,473 63.5 1,304,680
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 415,251 356,285 △58,966 △14.2 2,832,588

Ⅱ　売上原価 364,943 309,194 △55,748 △15.3 2,366,297

売上総利益 50,308 47,090 △3,218 △6.4 466,290

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

148,622 122,070 △26,551 △17.9 567,379

営業損失(△) △98,313 △74,980 23,333 － △101,088

Ⅳ　営業外収益 851 662 △189 △22.2 3,012

Ⅴ　営業外費用 628 9,926 9,297 － 12,497

    経常損失(△) △98,090 △84,243 13,847 － △110,574

Ⅵ　特別利益 － － － － 43,377

Ⅶ　特別損失 2,221 1,500 △720 △32.4 237,417

税引前当期純損失
(△)

△100,312 △85,744 14,567 － △304,614

法人税等 185 185 － － 740

当期純損失(△) △100,497 △85,929 14,567 － △305,354

(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

株主資本

純資産合計
資本金 資本準備金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計繰越利益

剰余金

前期末残高（千円） 867,340 100,000 △914,469 △17,709 35,160 35,160

第１四半期中の変動額

四半期純利益   △85,929  △85,929 △85,929

自己株式の取得    △330 △330 △330

第１四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △85,929 △330 △86,260 △86,260

当第１四半期末残高（千円） 867,340 100,000 △1,000,399 △18,039 △51,099 △51,099
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前四半期純損失 △100,312 △85,744 △304,614

減価償却費 5,317 1,674 20,940

売上債権の増減額 107,609 51,887 44,667

たな卸資産の増減額 △72,868 △537,572 1,202

仕入債務の増減額 △188,133 △171,135 △22,433

未成工事受入金の増
減額

50,900 98,765 △9,920

その他 △14,369 △14,273 94,454

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△211,856 △656,399 △175,702

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

固定資産取得による
支出

△2,881 － △6,099

その他 808 160 72

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,073 160 △6,026

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の増減額 177,437 502,000 500,000

その他 △606 △330 193,770

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

176,831 501,669 693,770

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

△37,098 △154,570 512,041

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

42,899 554,941 42,899

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

5,800 400,371 554,941
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(5） セグメント情報

①　事業部門別売上高明細表

部門別

前年同四半期
(平成19年３月期
第１四半期)

当四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

増減
(参考)

平成19年３月期

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

金額
（千円）

構成比
（％）

建築部門 98,541  78,933  △19,608 1,520,383  

リフォーム部門 46,174  22,954  △23,220 221,633  

建築事業部門 計 144,716 34.9 101,887 28.6 △42,829 1,742,017 61.5

賃貸事業部門 270,535 65.1 254,397 71.4 △16,137 1,058,920 37.4

不動産事業部門 － － － － － 31,651 1.1

合計 415,251 100.0 356,285 100.0 △58,966 2,832,588 100.0

②　建築事業部門の期中受注高

部門別

前年同四半期
(平成19年３月期
第１四半期)

当四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

増減
(参考)

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築部門 387,202 71,139 △316,063 1,671,470

リフォーム部門 40,048 46,273 6,225 212,910

合計 427,250 117,412 △309,838 1,884,381

③　建築事業部門の期末受注残高

部門別

前年同四半期
(平成19年３月期
第１四半期末)

当四半期
(平成20年３月期
第１四半期末)

増減
(参考)

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

建築部門 752,530 607,161 △145,369 614,956

リフォーム部門 15,620 36,342 20,722 13,023

合計 768,150 643,503 △124,647 627,979
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（参考） 最近における四半期毎の業績の推移

【平成19年３月期】

 
第１四半期

平成18年４月～６月
第２四半期

平成18年７月～９月
第３四半期

平成18年10月～12月
第４四半期

平成19年１月～３月

売上高（千円） 415,251 764,457 590,784 1,062,095

売上総利益（千円） 50,308 131,126 104,988 179,867

営業利益（千円） △98,313 △11,953 △32,719 41,897

経常利益（千円） △98,090 △12,185 △37,461 37,161

税引前当期純利益（千円） △100,312 △163,303 △36,760 △4,238

当期純利益（千円） △100,497 △163,488 △36,945 △4,423

１株当たり当期純利益（円） △3.44 △5.60 △1.23 △0.15

総資産（千円） 999,708 856,055 1,526,092 1,304,680

純資産（千円） 41,865 △122,165 40,022 35,160

１株当たり純資産（円） 1.44 △4.19 1.34 1.17

【平成20年３月期】

 
第１四半期

平成19年４月～６月
第２四半期

平成19年７月～９月
第３四半期

平成19年10月～12月
第４四半期

平成20年１月～３月

売上高（千円） 356,285    

売上総利益（千円） 47,090    

営業利益（千円） △74,980    

経常利益（千円） △84,243    

税引前当期純利益（千円） △85,744    

当期純利益（千円） △85,929    

１株当たり当期純利益（円） △2.87    

総資産（千円） 1,634,181    

純資産（千円） △51,099    

１株当たり純資産（円） △1.71    
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