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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 1,056 ─ △42 ─ △55 ─ △30 ─

20年3月期第1四半期 523 △3.9 △175 ─ △187 ─ △380 ─

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 △2,483 26 ―

20年3月期第1四半期 △30,915 43 ─

　(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

21年3月期第1四半期 5,416 1,375 25.4 111,834 72

20年3月期 5,928 1,461 24.7 118,820 30
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 1,375百万円 　20年3月期 1,461百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ ─ 4,500 00  4,500 00

21年3月期 ─ ─ ─ ─
─

21年3月期(予想) ─ ─ ─ ─
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 2,200 △20.9 90 △77.3 70 △81.0 50 △53.7 4,065 04

通期 5,200 8.6 250 △15.5 220 △8.7 120 ― 9,756 10
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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 ： 無

　 [(注) 詳細は、４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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、４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 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 12,300株 20年3月期 12,300株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 －株 20年3月期 －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 12,300株 20年3月期第1四半期 12,300株

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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.平成21年３月期（予想）の配当につきましては、配当性向40％の範囲内での実施を予定しておりますが、
現時点では配当予想額は未定とさせて頂きます。期末配当予想額の開示が出来る時期がまいりましたら速
やかに開示いたします。

3.第２四半期の業績予想につきましては、当第２四半期（平成20年７月～９月）において、賃貸マンション
等の完工引渡し予定が600百万円、不動産売上高300百万円、その他250百万円と合計1,150百万円見込んで
おりますので、予想第２四半期売上高2,200百万円は達成出来るものと考えております。
また、利益面におきましては、第１四半期の損失30百万円を吸収して予想第２四半期純利益（中間期）
（当初予想50百万円）は達成出来るものと考えておりますが、今後の市場動向、社内外諸事情の変化によ
り不確実性を含有しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。
なお、通期の業績予想につきましては、本資料発表現在において想定出来る範囲内では、売上高、営業利
益、経常利益、当期純利益の段階においては、当初予想の数値につき修正いたしません。
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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
第１四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題を発端とする金融不安が終焉しないまま

に、原油高とインフレ圧力が世界経済を覆っており、資源高の進行に原材料価格の高騰が相まって先行き混
迷の様相を呈しております。
このような状況のもと、賃貸マンション市場や戸建て住宅市場においては、地価や建築コストのアップで

販売価格設定にも明暗が分かれて販売価格競争が激化するなど、経営圧迫に拍車がかかっており誠に厳しい
事業環境が続いております。
当社におきましての第１四半期末の受注状況は、前年同四半期と比較して1,912百万円減（前年同四半期は

2,223百万円）の311百万円となり低調に推移いたしました。
一方、第１四半期の業績につきましては、売上高1,056百万円（前年同四半期比532百万円増）利益面にお

きましては、営業損失42百万円（前年同四半期の営業損失175百万円）、経常損失55百万円（前年同四半期の
経常損失187百万円）、四半期（当期）純損失30百万円（前年同四半期の四半期（当期）純損失380百万円）と
なりました。
その要因として業種的に当社の売上高は３月に集中していることに伴った季節的変動があり、第１四半期

の売上高及び利益が他の四半期に比べて低くなる傾向があります。
引き続き、受注確保に向けて精力的な営業展開、収益確保の安定化に努めてまいります。

2. 財政状態に関する定性的情報
(1) 財政状態
① 資産

流動資産は、前事業年度末に比べて12.9％減少し、3,223百万円となりました。これは、現金及び預金
が78百万円、仕掛販売用不動産が50百万円それぞれ増加し、完成工事未収入金が425百万円、未成工事支
出金が71百万円、販売用不動産が104百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて1.6％減少し、2,192百万円となりました。これは建物が29百万円減

少したことなどによります。
この結果、資産合計は、前事業年度末に比べて8.6％減少し、5,416百万円となりました。

② 負債
流動負債は、前事業年度末に比べて18.5％減少し、1,764百万円となりました。これは、工事未払金が

170百万円、短期借入金が208百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて1.1％減少し、2,276百万円となりました。これは、長期借入金が74

百万円減少したことなどによります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて9.5％減少し、4,040百万円となりました。

③ 純資産
純資産合計は、前事業年度末に比べて5.9％減少し、1,375百万円となりました。これは、利益剰余金が

85百万円減少したことによります。
（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて96百万円増加し、400
百万円となりました。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは401百万円の増加となりました。
その主な内訳は、仕入債務の減少が162百万円ありましたが、売上債権が427百万円及びたな卸資産が

121百万円の減少により資金増加となりました。
② 投資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・フローは17百万円の増加となりました。
その主な内訳は、定期預金の預入による支出が10百万円ありましたが、定期預金の払戻による収入が30

百万円あったことにより資金増加となりました。
③ 財務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・フローは321百万円の減少となりました。
その主な内訳は、短期借入による収入が200百万円ありましたが、短期及び長期借入の返済が483百万円

あったことにより資金減少となりました。
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㈱SEED(1739)平成21年３月期 第１四半期決算短信

3. 業績予想に関する定性的情報
当期の見通し
当社を取り巻く事業環境は、大変厳しいものであり、前年の改正建築基準法による審査の厳格化に伴う貸

家新設着工件数の減少、原油高による建築資材の高騰など、これらは売上の減少及び原価アップに連動して
まいりますが、予測可能な数値を見込んでおりますことから、他の要因による業績の変動も現時点では想定
されないことから、平成20年５月15日発表の通期の業績予想に変更はありません。
今後、何らかの変化がある場合には適切に速やかに開示してまいります。

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

該当事項はありません。
(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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による薄
価切下げの方法）に変更しております。
　なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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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 456,936 378,666

完成工事未収入金 61,951 487,522

不動産事業未収入金 1,437 3,353

有価証券 40,056 40,104

販売用不動産 1,336,429 1,441,268

未成工事支出金 253,868 325,448

仕掛販売用不動産 957,287 906,636

原材料 57 230

商品 12 343

その他 116,238 116,774

貸倒引当金 △423 △42

流動資産合計 3,223,851 3,700,305

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,603,110 1,632,792

その他（純額） 375,916 382,450

有形固定資産合計 1,979,026 2,015,242

無形固定資産 10,115 10,659

投資その他の資産

その他 212,690 211,667

貸倒引当金 △9,407 △9,572

投資その他の資産合計 203,283 202,094

固定資産合計 2,192,426 2,227,997

資産合計 5,416,277 5,928,302

負債の部

流動負債

工事未払金 190,097 360,261

不動産事業未払金 21,055 13,257

短期借入金 713,935 922,268

1年内償還予定の社債 260,000 260,000

未払法人税等 1,770 5,599

賞与引当金 17,065 33,000

店舗閉鎖損失引当金 121,819 121,819

その他 438,772 448,667

流動負債合計 1,764,515 2,164,874

固定負債

社債 780,000 780,000

長期借入金 928,602 1,003,335
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㈱SEED(1739)平成21年３月期 第１四半期決算短信

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

退職給付引当金 27,965 27,240

その他 539,627 491,362

固定負債合計 2,276,195 2,301,937

負債合計 4,040,710 4,466,812

純資産の部

株主資本

資本金 260,782 260,782

資本剰余金 226,282 226,282

利益剰余金 887,940 973,834

株主資本合計 1,375,004 1,460,898

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 562 591

評価・換算差額等合計 562 591

純資産合計 1,375,567 1,461,489

負債純資産合計 5,416,277 5,928,302
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㈱SEED(1739)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(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 1,056,457

売上原価 921,315

売上総利益 135,142

販売費及び一般管理費 177,285

営業損失（△） △42,142

営業外収益

受取利息 134

受取配当金 0

受取手数料 317

その他 207

営業外収益合計 659

営業外費用

支払利息 11,383

その他 2,782

営業外費用合計 14,166

経常損失（△） △55,649

特別利益

前期損益修正益 7,835

その他 165

特別利益合計 8,001

税引前四半期純損失（△） △47,648

法人税、住民税及び事業税 1,687

法人税等調整額 △18,792

法人税等合計 △17,104

四半期純損失（△） △30,544
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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（△） △47,648

減価償却費 42,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） 215

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,935

退職給付引当金の増減額（△は減少） 725

受取利息及び受取配当金 △135

支払利息 11,383

売上債権の増減額（△は増加） 427,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 121,222

未収消費税等の増減額（△は増加） 14,622

差入保証金の増減額（△は増加） 64

仕入債務の増減額（△は減少） △162,365

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,103

未成工事受入金の増減額（△は減少） △50,400

預り保証金の増減額（△は減少） 47,236

その他 9,786

小計 411,078

利息及び配当金の受取額 219

利息の支払額 △5,267

法人税等の支払額 △4,621

営業活動によるキャッシュ・フロー 401,407

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 △1,424

定期預金の預入による支出 △10,950

定期預金の払戻による収入 30,000

その他 △416

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,209

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 200,000

短期借入金の返済による支出 △400,000

長期借入金の返済による支出 △83,066

配当金の支払額 △38,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △321,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,719

現金及び現金同等物の期首残高 304,028

現金及び現金同等物の四半期末残高 400,747
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注記事項

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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成20年６月23日付で、前事業年度末に係る配当を行いました。この結果、当第１四半期会計期間にお
いて利益剰余金が55百万円減少しました。なお、この他に該当事項はありません。
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「参考資料」

　(1)（要約）前四半期損益計算書

科 目

前第１四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高

　１ 完成工事高 290,426

　２ 不動産事業等売上高 233,398

　 売上高計 523,825

Ⅱ 売上原価

　１ 完成工事原価 270,656

　２ 不動産事業等売上原価 195,574

　 売上原価計 466,231

　 売上総利益

　 完成工事総利益 19,770

　 不動産事業等総利益 37,823

　 売上総利益計 57,593

Ⅲ 販売費及び一般管理費 233,023

　 営業損失(△) △175,429

Ⅳ 営業外収益 1,593

Ⅴ 営業外費用 13,908

　 経常損失(△) △187,745

Ⅵ 特別利益 3,461

Ⅶ 特別損失 203,120

　 税引前四半期純損失(△) △387,403

　 税金費用 △7,143

　 四半期純損失(△) △380,259
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(2)（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

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 △387,403

　２ 減価償却費 39,135

　３ 貸倒引当金の減少額 △1,048

　４ 賞与引当金の増加額 17,150

　５ 退職給付引当金の増加額 35,903

　６ 受取利息及び受取配当金 △30

　７ 支払利息 12,845

　８ 売上債権の減少額 254,060

　９ たな卸資産の増加額 △499,869

　10 差入保証金の増加額 △7,550

　11 仕入債務の減少額 △381,495

　12 未成工事等受入金の増加額 27,264

　13 預り保証金の増加額 180,949

　14 その他 106,004

　 小計 △604,084

　15 利息及び配当金の受取額 1

　16 利息の支払額 △13,773

　17 法人税等の支払額 △4,361

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △622,218

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 △489,728

　２ 定期預金の預入による支出 △23,150

　３ その他 △2,280

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △515,158

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入れによる収入 1,850,000

　２ 短期借入金の返済による支出 △1,700,000

　３ 長期借入れによる収入 520,000

　４ 長期借入金の返済による支出 △24,683

　５ 配当金の支払額 △55,365

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 589,951

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △547,425

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 867,159

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 319,734
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6. その他の情報

(1) 生産実績

当第１四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 生産高(百万円)

建設請負事業 593

合計 593

(注) １ 金額は、工事原価によっております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 竣工が３月に集中する季節的変動があり、第１四半期の生産実績は他の四半期に比べて低くなる傾向にあります。

(2) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

建設請負事業 163 1,629

不動産販売事業 147 140

合計 311 1,769

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称 販売高(百万円)

建設請負事業 671

不動産販売事業 178

不動産賃貸事業 192

その他 13

合計 1,056

(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

グレース・フリー ソナール株式会社 400 37.9

京都市中京区内個人顧客 171 16.2

京都市北区内個人顧客 145 13.7

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 建設請負事業については、竣工が３月に集中する季節的変動があり、第１四半期の販売実績は他の四半期に比

べて低くなる傾向にあります。
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