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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 1,054 ― △13 ― △9 ― △6 ―

20年6月期第1四半期 1,197 △7.2 △27 ― △28 ― △20 ―

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6月期第1四半期 △0.90 ―

20年6月期第1四半期 △2.98 ―

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6月期第1四半期 4,112 2,671 65.0 389.49
20年6月期 4,129 2,713 65.7 395.50

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  2,671百万円 20年6月期  2,713百万円

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6月期 ― ― ― 4.00 4.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 2,822 △19.0 30 200.0 30 200.0 25 127.3 3.64
通期 6,400 △7.2 100 163.2 100 112.8 90 157.1 13.11

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） 

(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6月期第1四半期  6,860,000株 20年6月期  6,860,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  6,860,000株 20年6月期第1四半期  6,860,000株

※業積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。実際の業績等は、業況の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページを参照して下さい。 
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。 
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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９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,366,879 1,322,269 

受取手形・完成工事未収入金等 1,296,544 1,372,226 

有価証券 21,428 21,407 

販売用不動産 483,467 499,477 

その他 100,919 54,373 

貸倒引当金 △3,000 △3,000 

流動資産合計 3,266,238 3,266,754 

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692 

その他 379,325 380,266 

有形固定資産計 630,017 630,959 

無形固定資産   

その他 8,502 10,043 

無形固定資産計 8,502 10,043 

投資その他の資産   

投資有価証券 163,447 176,189 

その他 104,025 105,351 

貸倒引当金 △59,654 △59,654 

投資その他の資産計 207,817 221,887 

固定資産合計 846,338 862,890 

資産合計 4,112,576 4,129,644 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 860,498 1,118,719 

短期借入金 200,000 － 

未払法人税等 3,093 6,401 

未成工事受入金 312,104 182,523 

完成工事補償引当金 5,940 5,940 

その他 21,809 60,290 

流動負債合計 1,403,445 1,373,876 

固定負債   

繰延税金負債 4,751 9,899 

その他 32,461 32,710 

固定負債合計 37,212 42,609 

負債合計 1,440,658 1,416,485 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 849,500 849,500 

資本剰余金 625,900 625,900 

利益剰余金 1,189,509 1,223,155 

株主資本合計 2,664,909 2,698,555 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,009 14,604 

評価・換算差額等合計 7,009 14,604 

純資産合計 2,671,918 2,713,159 

負債純資産合計 4,112,576 4,129,644 
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  

完成工事高 1,054,571

売上高合計 1,054,571

売上原価  

完成工事原価 1,014,475

売上原価合計 1,014,475

売上総利益  

完成工事総利益 40,095

売上総利益合計 40,095

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 53,565

営業損失（△） △13,469

営業外収益  

受取利息 423

受取配当金 119

その他 4,523

営業外収益合計 5,066

営業外費用  

支払利息 92

その他 787

営業外費用合計 880

経常損失（△） △9,283

特別利益  

還付消費税等 20,984

特別利益合計 20,984

特別損失  

販売用不動産評価損 16,010

特別損失合計 16,010

税引前四半期純損失（△） △4,309

法人税等 1,896

四半期純損失（△） △6,205
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　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前第１四半期
（平成20年6月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,197,982

完成工事高 1,197,982

不動産事業売上高 － 

Ⅱ　売上原価 1,154,377

完成工事原価 1,154,377

不動産事業売上原価 － 

売上総利益 43,604

完成工事総利益 43,604

不動産事業総利益 － 

Ⅲ　販売費及び一般管理費 71,273

営業利益 △27,669

Ⅳ　営業外収益 4,724

Ⅴ　営業外費用 6,043

経常利益 △28,987

Ⅵ　特別利益 11,133

Ⅶ　特別損失 － 

税引前四半期（当期）純利益 △17,854

税金費用 2,565

四半期（当期）純利益 △20,419
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