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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4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3月期第2四半期 2,017 ― △1 ― △28 ― 39 ―
20年3月期第2四半期 2,782 28.7 397 137.6 368 162.5 108 38.7

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2四半期 3,246.46 ―
20年3月期第2四半期 8,791.64 ―

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2四半期 5,759 1,446 25.1 117,562.89
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2四半期  1,446百万円 20年3月期  1,461百万円

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 ― ― ― 4,500.00 4,500.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,000 4.4 150 △49.4 100 △58.6 100 ― 8,130.08

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、3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、3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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  12,300株 20年3月期第2四半期  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、現時点での1株当たりの配当予想額は「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させて頂きます。 
 3. 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の数値であり、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。 
   業績予想の前提となる条件等については、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題を発端とする金融不安が終焉し
ないままに、米国の最大手の証券・保険業が経営危機に直面し、世界経済のさらなる減速は必至の情勢
で、日本経済を揺るがすのは間違いなく、先行きは急速に不透明感が強まっております。 
一方、輸出鈍化とエネルギー価格の上昇などで企業収益が悪化しており、設備投資や雇用もさらに弱含

み、景気の減速感が鮮明となっております。 
当業界におきましては、前年の改正建築基準法による審査の厳格化に伴う新築着工件数の減少、金融不

安が深刻化したことなどにより、急成長していた同業種の企業が相次ぎ破綻する中で、業界への逆風は一
段と厳しくなっており、同業者間競争が熾烈を極め、受注獲得競争が激化しております。 
このような状況の下で、京都市内の当第２四半期累計期間における貸家新設着工件数は、前年同期に比

べて11.8％減少しており、総じて厳しい市場での営業を強いられております。 
そのような中、当第２四半期累計期間の受注状況は、1,516百万円、前年同期に比べて41.6％減とな

り、低調に推移いたしました。 
こうした結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高2,017百万円（前年同期は2,782百

万円）、利益面におきましては、営業損失1百万円（前年同期は営業利益397百万円）、経常損失28百万円
（前年同期は経常利益368百万円）、四半期純利益につきましては、税効果会計の影響（法人税等調整額
△50百万円）などにより39百万円（前年同期は108百万円）となり推移いたしました。 

  
当第２四半期累計期間の科目別の売上高、受注高、受注残高は次のとおりであります。 
(1)科目別売上高内訳 

 
  

(2)受注高及び受注残高 

 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

（単位：百万円）

科      目 金   額 構成比（％） 前年同期比 
（％）

完成工事高 1,121 55.6 210.8

不動産事業売上高 895 44.4 39.8

  （不動産売上高） (479)

  （不動産賃貸収入） (397)

  （その他） (18)

合    計 2,017 100.0 72.5

（単位：百万円）

事業部門別の名称
受注高 受注残高

金   額 前年同期比（％） 金   額 前年同期比（％）

建築請負事業 1,204 143.8 2,219 88.5

不動産販売事業 312 17.7 3 5.4

合    計 1,516 58.4 2,222 86.6
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(1) 財政状態 
① 資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて5.1％減少し、3,512百万円となりました。これは、現金及び預
金が460百万円、販売用不動産が68百万円、繰延税金資産が48百万円それぞれ増加し、完成工事未収入
金が466百万円、未成工事支出金が131百万円、仕掛販売用不動産が151百万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0.9％増加し、2,247百万円となりました。これは、土地が49百

万円、建設仮勘定が102百万円それぞれ増加し、建物が120百万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2.8％減少し、5,759百万円となりました。 

② 負債 
流動負債は、前事業年度末に比べて15.1％減少し、1,837百万円となりました。これは、工事未払金

が156百万円、未成工事受入金が115百万円、店舗閉鎖損失引当金が39百万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7.6％増加し、2,476百万円となりました。これは、長期借入金

が155百万円増加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3.4％減少し、4,313百万円となりました。 

③ 純資産 
純資産合計は、前事業年度末に比べて1.1％減少し、1,446百万円となりました。これは、利益剰余

金が15百万円減少したことなどによります。 
(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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469百万円増加し、773百万
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552百万円の増加となりました。 
その主な内訳は、仕入債務が161百万円及び未成工事受入金が125百万円の減少がありましたが、売

上債権が467百万円及びたな卸資産が274百万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162百万円の減少となりました。 
その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出が169百万円あったことにより資金減少となりまし

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78百万円の増加となりました。 
その主な内訳は、短期及び長期借入れの返済が1,186百万円ありましたが、短期及び長期借入れによ

る収入が1,350百万円あったことにより資金増加となりました。 
  

当第２四半期累計期間における業績の進捗を踏まえて、平成21年３月期の第２四半期累計期間及び通期
の業績予想を修正しております。詳細は平成20年10月30日付にて別途開示いたしました、「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

該当事項はありません。 

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
簿価切下げの方法)に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期
純利益が６百万円それぞれ減少しております。 

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 839,039 378,666 

完成工事未収入金 21,448 487,522 

不動産事業未収入金 2,070 3,353 

有価証券 40,024 40,104 

販売用不動産 1,510,227 1,441,268 

未成工事支出金 193,594 325,448 

仕掛販売用不動産 755,319 906,636 

原材料 56 230 

商品 － 343 

その他 150,593 116,774 

貸倒引当金 △216 △42 

流動資産合計 3,512,158 3,700,305 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,512,673 1,632,792 

その他（純額） 519,693 382,450 

有形固定資産合計 2,032,366 2,015,242 

無形固定資産 9,571 10,659 

投資その他の資産 

その他 215,040 211,667 

貸倒引当金 △9,227 △9,572 

投資その他の資産合計 205,813 202,094 

固定資産合計 2,247,751 2,227,997 

資産合計 5,759,909 5,928,302 

負債の部 

流動負債 

工事未払金 203,502 360,261 

不動産事業未払金 8,881 13,257 

短期借入金 930,702 922,268 

1年内償還予定の社債 260,000 260,000 

未払法人税等 2,582 5,599 

賞与引当金 31,600 33,000 

店舗閉鎖損失引当金 82,527 121,819 

その他 317,307 448,667 

流動負債合計 1,837,103 2,164,874 

固定負債 

社債 750,000 780,000 

長期借入金 1,158,869 1,003,335 

退職給付引当金 26,286 27,240 

その他 541,627 491,362 

固定負債合計 2,476,782 2,301,937 

負債合計 4,313,885 4,466,812 

㈱SEED(1739)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

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 958,415 973,834 

株主資本合計 1,445,479 1,460,898 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 543 591 

評価・換算差額等合計 543 591 

純資産合計 1,446,023 1,461,489 

負債純資産合計 5,759,909 5,928,302 
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 2,017,277 

売上原価 1,714,537 

売上総利益 302,739 

販売費及び一般管理費 303,748 

営業損失（△） △1,009 

営業外収益 

受取利息 537 

受取配当金 0 

受取手数料 593 

その他 630 

営業外収益合計 1,762 

営業外費用 

支払利息 23,057 

その他 5,786 

営業外費用合計 28,844 

経常損失（△） △28,091 

特別利益 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,840 

前期損益修正益 7,835 

その他 1,136 

特別利益合計 18,812 

税引前四半期純損失（△） △9,278 

法人税、住民税及び事業税 1,781 

法人税等調整額 △50,990 

法人税等合計 △49,209 

四半期純利益 39,931 

㈱SEED(1739)平成21年３月期　第２四半期決算短信
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △9,278 

減価償却費 80,638 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △170 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △954 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 △9,840 

受取利息及び受取配当金 △538 

支払利息 23,057 

たな卸資産評価損 6,805 

売上債権の増減額（△は増加） 467,357 

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,021 

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） 50 

仕入債務の増減額（△は減少） △161,135 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,967 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △125,750 

預り保証金の増減額（△は減少） 48,237 

その他 △43,564 

小計 578,126 

利息及び配当金の受取額 521 

利息の支払額 △21,533 

法人税等の支払額 △4,393 

営業活動によるキャッシュ・フロー 552,721 

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 △169,915 

定期預金の預入による支出 △21,935 

定期預金の払戻による収入 30,000 

その他 △159 

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,009 

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 1,050,000 

短期借入金の返済による支出 △1,024,900 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △161,132 

社債の償還による支出 △30,000 

配当金の支払額 △55,040 

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,927 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 469,638 

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 773,666 
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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。 

  

該当事項なし 

  

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２四半期累計期間に
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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

科 目

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高

 １ 完成工事高 532,141

 ２ 不動産事業等売上高 2,250,695

    売上高計 2,782,836

Ⅱ 売上原価

 １ 完成工事原価 479,799

 ２ 不動産事業等売上原価 1,472,362

    売上原価計 1,952,162

  売上総利益

   完成工事総利益 52,341

   不動産事業等総利益 778,332

    売上総利益計 830,674

Ⅲ 販売費及び一般管理費 432,757

   営業利益 397,916

Ⅳ 営業外収益 3,183

Ⅴ 営業外費用 32,457

   経常利益 368,643

Ⅵ 特別利益 58,866

Ⅶ 特別損失 217,513

   税引前中間（当期）純利益 209,996

   法人税、住民税及び事業税 114,839

   法人税等調整額 △12,980

   中間（当期）純利益 108,137
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前中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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 税引前中間（当期）純利益 209,996

 ２ 減価償却費 88,792

 ３ 貸倒引当金の減少額 △550

 ４ 賞与引当金の増加額 2,500

 ５ 退職給付引当金の増加額 667

 ６ 受取利息及び受取配当金 △442

 ７ 支払利息 29,428

 ８ 固定資産除却損 168

 ９ 役員退職慰労金 206,737

 10 受取保険金 △58,315

 11 売上債権の減少額 290,194

 12 たな卸資産の減少額 240,603

 13 未収消費税の減少額 1,953

 14 差入保証金の増加額 △7,375

 15 仕入債務の減少額 △334,607

 16 未成工事等受入金の増加額 205,207

 17 預り保証金の増加額 146,662

 18 その他 34,982

    小計 1,056,604

 19 利息及び配当金の受取額 419

 20 利息の支払額 △25,163

 21 役員退職慰労金の支払 △170,155

 22 保険金の受取 100,000

 23 法人税等の支払額 △2,197

   営業活動によるキャッシュ・フロー 959,508

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 △655,159

 ２ 定期預金の預入による支出 △34,330

 ３ 定期預金の払戻による収入 6,000

 ４ その他 △3,427

   投資活動によるキャッシュ・フロー △686,917

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 2,650,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △3,850,000

 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 △46,866

 ５ 社債の償還による支出 △30,000

 ６ 配当金の支払額 △55,505

   財務活動によるキャッシュ・フロー △812,371

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △539,780

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中間期末（期末）残高 327,379
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当第２四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。 
  

 
(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。 

  

当第２四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。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四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。 
  

 
(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 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

事業部門別の名称 生産高(百万円)

建設請負事業 411

合計 411

(2) 受注実績

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 1,040 2,219

不動産販売事業 164 3

合計 1,204 2,222

(3) 販売実績

事業部門別の名称 販売高(百万円)

建設請負事業 450

不動産販売事業 301

不動産賃貸事業 204

その他 4

合計 960

相手先

当第２四半期会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

京都市伏見区内個人顧客 242 25.3

京都市中京区内個人顧客 140 14.6
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