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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 1,500 150.8 △28 ― △58 ― △129 ―

20年3月期第1四半期 598 2.3 △218 ― △249 ― △154 ―

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 △7,199.15 ―

20年3月期第1四半期 △8,556.81 ―

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 10,844 3,008 27.7 166,722.86
20年3月期 12,142 3,174 26.1 175,935.11

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  3,008百万円 20年3月期  3,174百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00

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  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2四半期累計期間 3,800 32.2 70 ― 2 ― 0 ― 11.08
通期 7,800 15.4 210 ― 70 ― 20 ― 1,108.40

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(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 18,276株 20年3月期 18,276株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 232株 20年3月期 232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 18,044株 20年3月期第1四半期 18,051株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。  

1/1 ページ

2008/08/05https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=download&uji.id=fw_discloserData&time=1217915146437
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㈱エムジーホーム(8891)平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、昨年来の原油価格・諸物価の高騰の影響が顕在化し、あらゆる業界

において厳しい現実に直面しております。
　当不動産業界におきましても、金融機関の融資の厳格化やマンション市場の冷え込みにより苦境に立たさ
れるデベロッパーが増加してきました。
　このような中、当社におきましては、昨年後半より支店の統廃合・人員の適正化・経費削減等の内部改革
を実施しており、当第１四半期は次のような結果となっております。

①売上高    当第１四半期末における成約高は2,142百万円（前年同期は1,702百万円）と440百
　  万円増加し,そのうち顧客への引渡しが完了した金額は1,500百万円（前年同期は
               598百万円）と902百万円増加しました。
②営業利益     販売費及び一般管理費が257百万円（前年同期は330百万円）と73百万円減少した結
               果、営業利益は△28百万円（前年同期は△218百万円）と改善いたしました。
③経常利益    営業外収益・営業外費用とも前年同期とほぼ同水準で推移した結果、経常利益は△
               58百万円（前年同期は△249百万円）と改善いたしました。
④四半期純利益 特別損失を78百万円計上しておりますが、平成20年７月に支店の売却益が特別利益
　  に41百万円計上され、その後も資産処分益等で特別損失をカバーする予定です。
　今後は上記の内部改革を更に推進し、厳しい事業環境が継続したとしても利益が確保できるような体質に
したいと考えております。

2. 財政状態に関する定性的情報
総資産は1,297百万円減少しました。主に現金預金の減少923百万円によるものです。また、負債の減少

1,131百万円は、主に買掛金の減少1,836百万円によるものです。
　また、当期の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少等により△1,555百万円
となっております。また、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却により
43百万円となっております。そして、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入金の増加等
により、577百万円となっております。

3. 業績予想に関する定性的情報
当期の今後の見通しにつきましては、当第１四半期の業績が概ね計画通りに進んでいることから、平成20

年４月30日に発表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。

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

① 固定資産の減価償却費の算定方法
　    固定資産の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
     間按分して算定しております。
② 税金費用の算定方法

       経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前年度末か
　  ら大幅な変動がないと認められるため、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、前年度
     末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。

    
(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

① 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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法に基づく原価法によってお
　 りましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
　 第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額
　 については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。
　 これにより、税引前四半期純損失は、38,787千円増加しております。
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㈱エムジーホーム(8891)平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

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)

前会計年度末に係る

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 244,612 1,168,592

売掛金 35,736 81,923

販売用不動産 4,732,503 4,478,137

仕掛販売用不動産 3,819,870 4,371,979

貯蔵品 2,681 5,079

その他 283,098 221,789

貸倒引当金 △5,400 △4,200

流動資産合計 9,113,102 10,323,301

固定資産

有形固定資産 1,305,993 1,352,684

無形固定資産 2,963 2,963

投資その他の資産 424,083 465,183

貸倒引当金 △2,000 △2,000

固定資産合計 1,731,040 1,818,831

資産合計 10,844,142 12,142,133
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㈱エムジーホーム(8891)平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 － 1,836,247

1年内償還予定の社債 90,000 74,000

短期借入金 4,090,000 3,750,000

1年内返済予定の長期借入金 2,090,000 1,710,000

未払法人税等 768 4,590

賞与引当金 16,001 －

その他 256,787 170,686

流動負債合計 6,543,556 7,545,525

固定負債

社債 500,000 548,000

長期借入金 720,000 800,000

退職給付引当金 37,745 45,545

その他 34,493 28,489

固定負債合計 1,292,238 1,422,034

負債合計 7,835,794 8,967,559

純資産の部

株主資本

資本金 1,017,995 1,017,995

資本剰余金 332,803 332,803

利益剰余金 1,657,762 1,832,774

自己株式 △47,237 △47,237

株主資本合計 2,961,324 3,136,335

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 47,023 38,237

純資産合計 3,008,347 3,174,573

負債純資産合計 10,844,142 12,142,133
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㈱エムジーホーム(8891)平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

(2) 【四半期損益計算書】

（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)

売上高 1,500,649

売上原価 1,271,524

売上総利益 229,125

販売費及び一般管理費

役員報酬 10,554

給料及び手当 50,717

その他の人件費 9,360

賞与引当金繰入額 16,001

退職給付費用 2,738

販売手数料 17,005

減価償却費 11,200

賃借料 4,524

租税公課 13,643

広告宣伝費 70,474

支払手数料 5,546

貸倒引当金繰入額 1,200

その他 44,208

販売費及び一般管理費合計 257,173

営業損失（△） △28,048

営業外収益

受取配当金 4,911

その他 333

営業外収益合計 5,245

営業外費用

支払利息 35,896

経常損失（△） △58,699

特別利益

投資有価証券売却益 7,662

特別損失

投資有価証券評価損 400

固定資産除却損 39,677

たな卸資産評価損 38,787

特別損失合計 78,864

税引前四半期純損失（△） △129,901

法人税等 －

四半期純損失（△） △129,901
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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（△） △129,901

減価償却費 11,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,200

受取利息及び受取配当金 △5,208

支払利息及び社債利息 35,896

投資有価証券売却損益（△は益） △7,662

投資有価証券評価損益（△は益） 400

有形固定資産除却損 39,677

売上債権の増減額（△は増加） 46,186

たな卸資産の増減額（△は増加） 261,354

前払費用の増減額（△は増加） △31,995

仕入債務の増減額（△は減少） △1,836,247

未払金の増減額（△は減少） 18,858

未払費用の増減額（△は減少） 1,362

前受金の増減額（△は減少） 51,726

たな卸資産評価損 38,787

その他 △10,399

小計 △1,522,565

利息及び配当金の受取額 5,208

利息の支払額 △36,367

法人税等の支払額 △1,770

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,555,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △84,083

定期預金の払戻による収入 73,846

有形固定資産の取得による支出 △3,675

投資有価証券の売却による収入 57,723

差入保証金の回収による収入 4,041

その他 △4,186

投資活動によるキャッシュ・フロー 43,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 910,000

短期借入金の返済による支出 △570,000

長期借入れによる収入 300,000

社債の償還による支出 △32,000

配当金の支払額 △30,388

財務活動によるキャッシュ・フロー 577,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △934,216

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,480

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,263
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㈱エムジーホーム(8891)平成21年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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株式会社エムジーホーム(8891) 平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

[参考資料] 
（要約）四半期損益計算書        (単位：千円)                                   

 

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 

当四半期 
（平成20年3月期 
第1四半期） 

      科      目 

金 額 

Ⅰ 売上高  598,273

Ⅱ 売上原価  487,015

    売上総利益  111,258

Ⅲ 販売費及び一般管理費  330,219

    営業損失（△）  △ 218,961

Ⅳ 営業外収益  3,572

Ⅴ 営業外費用  34,059

    経常損失（△）  △ 249,448

 Ⅵ  特別利益  ―

Ⅶ 特別損失  13,511

  税引前四半期純損失（△）  △ 262,959

税金費用  △ 108,500

四半期純損失（△）  △ 154,459

8



株式会社エムジーホーム(8891) 平成 21 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 
（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
                           (単位:千円） 

 

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      科      目          
当四半期 

（平成20年3月期
第1四半期） 

 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

1 税引前四半期純損失（△）  △ 262,959

  2 売上債権の増減額    19,365

  3 たな卸資産の増加額  △ 738,184

 4 その他    △  87,290

小   計  △1,069,069

 5 法人税等の支払額  △ 144,915

  6 その他  26,474

  営業活動によるキャッシュ・フロー      △1,187,510

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 1 有形固定資産の取得による支出  △  35,084

 2 その他  △  81,832

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 116,916

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   1 借入金の増加額  1,977,000

   2 借入金の減少額  △1,107,000

   3 その他  △  63,050

  財務活動によるキャッシュ・フロー  806,949

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △ 497,477

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  721,039

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高   223,562
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