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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 9,665 ― △66 ― △153 ― △151 ―

20年3月期第1四半期 15,419 ― 31 ― 74 ― 45 ―

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 △2.11 ―

20年3月期第1四半期 0.64 ―

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 67,223 21,500 31.3 294.28
20年3月期 62,984 23,576 34.9 307.15

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  21,045百万円 20年3月期  21,968百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 28,500 ― △40 ― △80 ― △400 ― △5.59

通期 77,000 9.3 1,500 2.5 1,400 15.2 700 △22.4 9.79

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる
可能性があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  78,368,532株 20年3月期  78,368,532株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,854,683株 20年3月期  6,844,282株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  71,517,357株 20年3月期第1四半期  71,559,329株





５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,711,990 5,634,342

受取手形・完成工事未収入金等 7,085,406 7,984,804

販売用不動産 302,958 698,055

未成工事支出金 20,883,326 13,311,733

開発事業等支出金 5,341,264 5,300,463

その他のたな卸資産 40,181 62,546

繰延税金資産 680,766 592,827

その他 5,256,070 1,229,661

貸倒引当金 △60,846 △73,284

流動資産合計 45,241,115 34,741,147

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,462,718 8,216,137

その他 12,697,663 20,119,161

減価償却累計額 △6,832,674 △9,557,811

有形固定資産計 13,327,707 18,777,487

無形固定資産 58,585 634,396

投資その他の資産   

投資有価証券 5,118,803 5,133,331

長期貸付金 2,929,565 3,102,611

繰延税金資産 627,001 853,488

その他 1,355,787 1,361,016

貸倒引当金 △1,435,527 △1,619,082

投資その他の資産計 8,595,629 8,831,364

固定資産合計 21,981,921 28,243,247

資産合計 67,223,036 62,984,394



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 17,323,926 14,893,391

短期借入金 3,500,000 4,042,871

未払法人税等 19,936 52,432

未成工事受入金 17,342,887 10,614,632

引当金 794,419 1,059,423

その他 1,334,962 835,856

流動負債合計 40,316,130 31,498,605

固定負債   

退職給付引当金 517,491 547,722

役員退職慰労引当金 － 985,824

会員預り金 3,596,800 6,169,750

その他 1,292,828 206,429

固定負債合計 5,407,119 7,909,725

負債合計 45,723,249 39,408,330

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,116,492 9,116,492

資本剰余金 7,425,985 7,426,006

利益剰余金 5,526,940 6,234,950

自己株式 △1,841,915 △1,840,671

株主資本合計 20,227,502 20,936,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,003,060 1,096,102

繰延ヘッジ損益 △1,335 △16,809

為替換算調整勘定 △184,160 △47,597

評価・換算差額等合計 817,565 1,031,696

少数株主持分 454,720 1,607,591

純資産合計 21,499,787 23,576,064

負債純資産合計 67,223,036 62,984,394



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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 9,086,050

兼業事業売上高 578,522

売上高合計 9,664,572

売上原価  

完成工事原価 8,289,520

兼業事業売上原価 405,297

売上原価合計 8,694,817

売上総利益  

完成工事総利益 796,530

兼業事業総利益 173,225

売上総利益合計 969,755

販売費及び一般管理費 1,036,166

営業損失（△） △66,411

営業外収益  

受取利息 7,449

受取配当金 39,907

為替差益 23,689

会員権引取差額 18,692

その他 10,889

営業外収益合計 100,626

営業外費用  

支払利息 40,724

持分法による投資損失 145,847

その他 519

営業外費用合計 187,090

経常損失（△） △152,875

特別利益  

投資有価証券売却益 429,141

その他 488

特別利益合計 429,629

特別損失  

販売用不動産評価損 221,333

その他 6,724

特別損失合計 228,057

税金等調整前四半期純利益 48,697

法人税、住民税及び事業税 14,700

法人税等調整額 191,024

法人税等合計 205,724

少数株主損失（△） △6,172

四半期純損失（△） △150,855
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