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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第1四半期 514 ― △39 ― △44 ― △133 ―

20年3月期第1四半期 356 △14.2 △74 ― △84 ― △85 ―

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

21年3月期第1四半期 △4.45 ―

20年3月期第1四半期 △2.87 ―

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

21年3月期第1四半期 1,183 6 0.5 0.21
20年3月期 1,454 139 9.6 4.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6百万円 20年3月期  139百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 1,200 22.1 △30 ― △40 ― △130 ― △4.34

通期 2,270 △32.6 20 ― 0 ― △90 ― △3.00

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年3月期第1四半期  30,148,000株 20年3月期  30,148,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  184,414株 20年3月期  183,534株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  29,964,039株 20年3月期第1四半期  29,968,256株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想値と異なる場合があります。 
・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 391,403 357,408

受取手形・完成工事未収入金等 12,280 107,135

販売用不動産 665,535 848,448

未成工事支出金 32,334 55,334

その他 11,259 14,251

貸倒引当金 △3,864 △4,832

流動資産合計 1,108,949 1,377,746

固定資産   

有形固定資産 7,502 8,167

無形固定資産 3,258 3,733

投資その他の資産   

長期貸付金 29,834 30,466

その他 54,842 56,249

貸倒引当金 △22,688 △23,663

投資その他の資産計 61,988 63,052

固定資産合計 72,749 74,953

繰延資産 1,782 2,097

資産合計 1,183,482 1,454,797

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 93,625 185,439

短期借入金 762,000 822,000

未払法人税等 638 2,947

未成工事受入金 36,806 22,369

引当金   

賞与引当金 8,791 5,791

完成工事補償引当金 1,860 1,860

引当金計 10,651 7,651

その他 83,988 82,576

流動負債合計 987,710 1,122,983

固定負債   

長期預り敷金 120,811 124,448

引当金   

退職給付引当金 57,015 55,718

役員退職慰労引当金 7,000 7,000

引当金計 64,015 62,718

その他 4,459 4,661

固定負債合計 189,285 191,828

負債合計 1,176,996 1,314,812
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,340 867,340

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 △942,179 △808,772

自己株式 △18,674 △18,582

株主資本合計 6,485 139,985

純資産合計 6,485 139,985

負債純資産合計 1,183,482 1,454,797
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

完成工事高 132,138

兼業事業売上高 382,068

売上高合計 514,206

売上原価  

完成工事原価 124,975

兼業事業売上原価 334,766

売上原価合計 459,742

売上総利益  

完成工事総利益 7,162

兼業事業総利益 47,302

売上総利益合計 54,464

販売費及び一般管理費 93,601

営業損失（△） △39,136

営業外収益  

受取利息 60

その他 766

営業外収益合計 826

営業外費用  

支払利息 6,117

その他 314

営業外費用合計 6,432

経常損失（△） △44,742

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,942

特別利益合計 1,942

特別損失  

販売用不動産評価損 88,752

固定資産除却損 1,782

特別損失合計 90,535

税引前四半期純損失（△） △133,335

法人税等 72

四半期純損失（△） △133,407
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △133,335

減価償却費 1,118

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,942

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,297

受取利息及び受取配当金 △60

支払利息 6,117

販売用不動産評価損 88,752

売上債権の増減額（△は増加） 94,442

たな卸資産の増減額（△は増加） 117,160

仕入債務の増減額（△は減少） △91,813

その他 14,189

小計 98,925

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △767

法人税等の支払額 △2,971

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,202

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 △1,761

その他 645

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,116

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 33,994

現金及び現金同等物の期首残高 357,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 391,403
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