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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9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6月期第1四半期 9,804 ― △311 ― △498 ― △347 ―

20年6月期第1四半期 13,718 13.6 266 △29.8 88 △62.6 55 △68.0

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 △12.42 ―

20年6月期第1四半期 1.96 ―

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 52,598 6,039 10.8 206.17
20年6月期 49,953 6,691 12.7 225.93

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  5,685百万円 20年6月期  6,343百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（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 19,350 ― △1,120 ― △1,590 ― △1,160 ― △41.31

通期 72,001 10.9 3,001 △3.4 2,010 △14.3 810 △5.2 28.85

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  無  

(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、２～３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。  

(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 
 本資料及び添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表
日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。 
 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 平成19年３月14日）および「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 平成19年３月14日）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6月期第1四半期  28,839,000株 20年6月期  28,839,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,259,865株 20年6月期  759,864株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  27,964,581株 20年6月期第1四半期  28,496,773株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題を発端とした世界的な金

融市場の混乱が一層深刻化しており、短期的な企業収益の見通しについては不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループは既存事業に経営資源を集中して収益確保に努めるとともに、進出エリアで

のトップブランドを目指し事業活動を進めてまいりました。特に、市場規模の大きい九州地区での地盤強化に重点を

置いており、平成20年９月30日には、当社連結子会社であるあなぶき興産九州株式会社が、アーサーヒューマネット

株式会社（本社：福岡市中央区）の不動産開発事業を譲り受けるなど、効率的な事業展開による自社グループでの販

売体制強化を推進してまいりました。 

 また、人材サービス関連事業におきましても、平成20年７月１日に、ＩＴ（情報技術）関連企業を主な取引先とし

て首都圏で人材サービスを展開している株式会社ＷＯＲＫＰＯＲＴから一般労働者派遣事業を譲り受けるなど、主力

である人材派遣事業の営業基盤の強化に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結会計期間における売上高は9,804百万円、営業損失311百万円、経常損失498百万円、四半期純損

失347百万円となりました。これは、平成19年の改正建築基準法の影響により不動産関連事業の中心である新築マン

ションの着工時期が遅延したことから、当連結会計年度の新築マンションの引渡による売上計上が第４四半期連結会

計期間に集中するためであります。そのため、当社グループの当第１四半期連結会計期間における売上高進捗率は、

平成21年６月期の連結業績予想に対し13.6％（前年同期19.6％）となっておりますが、期初における当第１四半期連

結会計期間の計画とほぼ同水準で推移しております。 

 なお、不動産関連事業における新築分譲マンションにつきましては、契約戸数につき265戸（前年同期381戸）、売

上戸数につき209戸（前年同期341戸）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、あなぶき興産九州株式会社において、アーサーヒューマネット株式会

社（本社：福岡市中央区）より平成20年９月30日に不動産開発事業を譲り受けたことにより、仕掛販売用不動産は

28,324百万円、総資産は52,598百万円となっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の営業状況は計画とほぼ同水準で推移しており、売上高、経常利益及び当期純利益につ

きましては、平成20年８月14日公表の業績予想に変更はございません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

 該当事項はありません。 

（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 

ａ．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。 

ｂ．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「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、主として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）により算出しております。これによる損益への影響は軽微であります。 
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ｃ．リース取引に関する会計基準の適用については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変

更しております。また、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

（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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

 （注）事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。 

不動産関連事業…………………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸、駐車場経営 

人材サービス関連事業…………人材派遣及び有料職業紹介 

施設運営事業……………………ホテル・ゴルフ場等施設運営 

その他事業………………………旅行手配、旅行販売、広告代理 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（６）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。 

  

不動産関連

事業 

（千円） 

人材サービ

ス関連事業 

（千円） 

施設運営事

業 

（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全

社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 6,539,066 1,846,638 1,070,566 348,165 9,804,437 － 9,804,437 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
25,552 5,017 2,516 43,713 76,799 (76,799) － 

計 6,564,618 1,851,655 1,073,083 391,878 9,881,236 (76,799) 9,804,437 

営業利益又は営業損失（△） △342,027 3,513 18,828 7,126 △312,559 1,464 △311,095 
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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９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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,046,434 6,644,781

受取手形及び売掛金 984,068 987,053

有価証券 10,133 10,123

販売用不動産 7,944,675 6,348,542

仕掛販売用不動産 28,324,825 26,814,678

その他のたな卸資産 90,793 86,268

繰延税金資産 624,169 436,253

その他 1,169,198 751,654

貸倒引当金 △8,105 △8,151

流動資産合計 45,186,194 42,071,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,436,274 2,833,258

機械装置及び運搬具（純額） 43,454 48,805

土地 3,340,837 3,540,249

建設仮勘定 3,270 1,600

その他（純額） 467,764 471,782

有形固定資産合計 6,291,600 6,895,695

無形固定資産   

のれん 166,796 57,571

その他 123,177 88,198

無形固定資産合計 289,973 145,770

投資その他の資産   

投資有価証券 172,182 180,534

繰延税金資産 128,788 176,625

その他 537,451 495,521

貸倒引当金 △7,551 △12,134

投資その他の資産合計 830,871 840,547

固定資産合計 7,412,445 7,882,012

資産合計 52,598,639 49,953,216
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,420,724 2,767,955

短期借入金 14,478,840 14,593,100

1年内返済予定の長期借入金 9,537,040 5,091,520

未払法人税等 7,389 852,330

賞与引当金 193,626 353,041

前受金 2,085,520 1,947,314

その他 1,403,973 1,601,197

流動負債合計 33,127,113 27,206,459

固定負債   

長期借入金 12,776,900 15,398,660

退職給付引当金 411,734 412,129

役員退職慰労引当金 73,044 73,044

その他 169,959 171,199

固定負債合計 13,431,637 16,055,032

負債合計 46,558,751 43,261,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 755,794 755,794

資本剰余金 821,283 821,283

利益剰余金 4,418,508 4,990,545

自己株式 △307,882 △227,496

株主資本合計 5,687,703 6,340,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,721 3,746

評価・換算差額等合計 △1,721 3,746

新株予約権 31,306 26,897

少数株主持分 322,599 320,954

純資産合計 6,039,888 6,691,724

負債純資産合計 52,598,639 49,953,216
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（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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,804,437

売上原価 7,827,064

売上総利益 1,977,373

販売費及び一般管理費 2,288,468

営業損失（△） △311,095

営業外収益  

受取利息 7,279

受取配当金 2,685

その他 5,545

営業外収益合計 15,510

営業外費用  

支払利息 195,668

その他 6,950

営業外費用合計 202,618

経常損失（△） △498,203

特別利益  

固定資産売却益 28,598

貸倒引当金戻入額 4,912

その他 2,775

特別利益合計 36,286

特別損失  

固定資産売却損 45

固定資産除却損 7,974

特別損失合計 8,020

税金等調整前四半期純損失（△） △469,936

法人税、住民税及び事業税 12,222

法人税等調整額 △136,373

法人税等合計 △124,150

少数株主利益 1,618

四半期純損失（△） △347,403
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年６月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 13,718,363 

Ⅱ 売上原価 11,369,222 

売上総利益 2,349,140 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,082,282 

営業利益 266,858 

Ⅳ 営業外収益 24,775 

１．受取利息  5,779 

２．受取配当金  2,739 

３．受取手数料  385 

４．保険返戻益  4,708 

５．その他  11,163 

Ⅴ 営業外費用 203,552 

１．支払利息  188,487 

２．その他  15,065 

経常利益 88,081 

Ⅵ 特別利益 125,122 

１．貸倒引当金戻入益  3,078 

２．事業譲渡益  122,000 

３．その他  43 

Ⅶ 特別損失 61,722 

１．固定資産除却損  9,319 

２．減損損失  51,310 

３．その他  1,093 

税金等調整前四半期純利益 151,481 

法人税、住民税及び事業税 11,846 

過年度法人税等  － 

法人税等調整額  75,205 

少数株主利益  8,474 

四半期純利益 55,954 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
不動産関連事業 

（千円） 

人材サービス関

連事業 

（千円） 

施設運営事業 

（千円） 

その他事業 

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高               

(1)外部顧客に対す

る売上高 
10,403,355 1,885,567 1,106,777 322,662 13,718,363 － 13,718,363 

(2)セグメント間の

内部売上高 
71,878 20,874 13,687 281,267 387,707 △387,707 － 

計 10,475,233 1,906,442 1,120,464 603,930 14,106,070 △387,707 13,718,363 

営業費用 10,256,879 1,881,861 1,097,892 604,459 13,841,092 △389,587 13,451,505 

営業利益又は営業損

失（△） 
218,353 24,580 22,572 △528 264,978 1,879 266,858 
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