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1.  平成21年7月期第1四半期の業績（平成20年8月1日～平成20年10月31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7月期第1四半期 731 ― △89 ― △78 ― △116 ―
20年7月期第1四半期 269 ― △52 ― △54 ― △56 ―

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7月期第1四半期 △1.51 ―
20年7月期第1四半期 △0.72 ―

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7月期第1四半期 3,188 2,134 66.9 27.54
20年7月期 3,471 2,238 64.5 28.89

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  2,134百万円 20年7月期  2,238百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年7月期の業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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 1,600 84.0 △60 ― △51 ― △53 ― △0.68
通期 3,800 51.0 10 ― 17 ― 14 ― 0.18

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7月期第1四半期  77,527,498株 20年7月期  77,527,498株
② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  38,896株 20年7月期  38,896株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年7月期第1四半期  77,488,602株 20年7月期第1四半期  77,488,602株

※業績予想の適切な利用に関する説明 
1．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2．当会計年度より「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）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 平成19年3月14日）を適用しております。  
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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 

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を背景とした世界金融市場の混乱

 による急激な株価の下落や円高基調等、また、原油価格はやや落ち着いたものの資材価格の高止まり等により、企

 業収益が悪化し、国内景気は減速感を一層強めております。   

    建設業界におきましては、民間設備投資の縮小や長年の公共投資の縮減により、依然として落札価格の低価格化

   が蔓延し、原材料価格の高騰等により、以前よりさらに厳しい経営環境が続いております。 

    このような状況の中、当社におきましては、当事業年度は「新中期経営計画」の３ヵ年の 終年度にあたり、安

   定した収益構造の確立、質重視の受注、民間工事受注への注力を推し進めてまいりました。当第１四半期会計期間

   は本業の上・下水道工事におきましては、安定した元請受注環境に向け人員の増強を図り、施工におきましては個

   別現場ごとの徹底した施工会議の実施により、作業効率・収益力の向上を図ってまいりました。また、ＯＬＹ機材

   等の一層の拡販を推進し、不動産開発部門におきましては、前事業年度中に仕入れた販売用不動産の早期販売を推

   し進めてまいりました。 

    その結果、当第１四半期会計期間の業績につきましては、受注高12億22百万円、売上高7億31百万円となりまし 

      た。 

  収益面につきましては、原価低減及び経費削減に一層取り組みましたが、資材等の高騰分や建設工事の工事着工

 遅れ等による利益の減少に伴い、89百万円の営業損失となりました。 

    経常損益面につきましては、販売用不動産から得る賃貸収入等によって改善され、78百万円の経常損失となりま

   したが、四半期純利益につきましては、株価の急落に伴い33百万円の営業投資有価証券評価損を計上したこと等 

   により、1億16百万円の四半期純損失となりました。事業の種類別概要は、次のとおりであります。 

   （建設事業） 

    建設事業におきましては、依然として発注量の減少、落札価格の低価格化が引き続いておりますが、元請受注に

   注力し、受注高9億70百万円、売上高4億78百万円、完成工事総利益2百万円となりました。 

   （不動産事業等） 

    不動産事業等におきましては、ＯＬＹ機材の拡販と販売用不動産の早期売却に努め、受注高2億52百万円、売上 

      高2億52百万円、不動産事業等総利益は9百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

   当第１四半期会計期間末の資産の残高は31億88百万円となり、前事業年度末に比べ2億83百万円減少いたしま 

  した。その主な要因は、売却による販売用不動産1億64百万円の減少、工事先行立替払による現金預金1億18百万

  円の減少によるものであります。 

     当第１四半期会計期間末の負債の残高は、10億53百万円となり、前事業年度末に比べ1億78百万円減少いたし 

    ました。その主な要因は、未成工事受入金が60百万円増加したものの、工事未払金1億31百万円及び預り金1億23

    百万円が減少したことによるものであります。 

     当第１四半期会計期間末の純資産の残高は21億34百万円となり、前事業年度末に比べ1億4百万円減少いたしま

    した。その主な要因は、四半期純損失1億16百万円によるものであります。 

  （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（以下「資金」という。）の四半期末残高」は、前事

    業年度末に比べ1億18百万円減少し5億63百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては、

    次のとおりであります。 

     ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

      営業活動の結果使用した資金は1億48百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上、仕入 

     債務の減少、売上債権の増加、たな卸資産の減少等によるものであります。 

     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、主に貸付金の回収による収入、貸付による支出により、32百万円の

     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、長・短期借入金の返済により、2百万円の資金の減少となりまし 

     た。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間に営業投資有価証券評価損を計上いたしましたが、平成20年9月19日に発表した業績予想 

 に変更はありません。 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期 

 間按分して算定する方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法  

      当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた 

     め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

    ③たな卸資産の棚卸高の算定方法 

      当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出につきましては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

     卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

      また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

     積り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

    四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

（３）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 

    ①四半期財務諸表作成に関する会計基準の適用 

 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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

     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、当事業年度より「たな卸

    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）により算定しており

    ます。これによる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10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 563,179 682,084

受取手形・完成工事未収入金等 608,302 560,241

未成工事支出金 93,977 51,981

不動産事業支出金 202,419 199,835

販売用不動産 509,391 673,498

営業投資有価証券 26,463 52,946

短期貸付金 43,609 80,109

前払費用 5,732 8,397

その他 67,231 84,496

貸倒引当金 △38,025 △36,266

流動資産合計 2,082,283 2,357,326

固定資産   

有形固定資産   

建物 923,775 923,775

減価償却累計額 568,386 562,615

建物（純額） 355,387 361,158

構築物 107,361 107,361

減価償却累計額 99,124 98,660

構築物（純額） 8,237 8,701

機械及び装置 113,466 113,466

減価償却累計額 107,823 107,425

機械及び装置（純額） 5,643 6,041

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 6,408 6,390

車両運搬具（純額） 252 270

工具器具・備品 61,369 61,369

減価償却累計額 57,929 57,619

工具器具・備品（純額） 3,440 3,750

土地 408,577 408,577

有形固定資産計 781,538 788,500

無形固定資産 3,560 3,615

投資その他の資産   

長期貸付金 223,970 225,732

破産更生債権等 37,153 37,330

固定化営業債権 579,072 578,640

その他 144,844 165,581

投資損失引当金 △1,580 －

貸倒引当金 △662,639 △685,251

投資その他の資産計 320,821 322,034

固定資産合計 1,105,921 1,114,150

資産合計 3,188,204 3,471,477
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 133,973 265,597

短期借入金 364,750 366,650

未払金 34,842 37,011

未払費用 34,241 34,407

未払法人税等 2,216 5,378

未成工事受入金 60,830 －

預り金 6,562 130,155

賞与引当金 23,003 11,379

その他 35,044 23,826

流動負債合計 695,465 874,405

固定負債   

長期借入金 329,813 330,863

退職給付引当金 12,249 11,298

その他 16,299 16,217

固定負債合計 358,361 358,379

負債合計 1,053,826 1,232,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,758,495 1,758,495

資本剰余金 752,254 752,254

利益剰余金 △317,985 △201,180

自己株式 △56,479 △56,479

株主資本合計 2,136,285 2,253,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,907 △14,397

評価・換算差額等合計 △1,907 △14,397

純資産合計 2,134,377 2,238,692

負債純資産合計 3,188,204 3,471,477
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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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高  

完成工事高 478,696

不動産事業売上高 252,792

売上高合計 731,488

売上原価  

完成工事原価 476,015

不動産事業売上原価 243,677

売上原価合計 719,692

売上総利益  

完成工事総利益 2,680

不動産事業総利益 9,115

売上総利益合計 11,795

販売費及び一般管理費 100,800

営業損失（△） △89,005

営業外収益  

不動産賃貸料 13,266

その他 3,410

営業外収益合計 16,677

営業外費用  

支払利息 4,375

雑支出 2,077

営業外費用合計 6,452

経常損失（△） △78,780

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,778

営業投資有価証券評価損 33,772

その他 1,663

特別損失合計 37,214

税引前四半期純損失（△） △115,994

法人税、住民税及び事業税 810

法人税等合計 810

四半期純損失（△） △116,804
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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８月１日 
 至 平成20年10月31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（△） △115,994

減価償却費 7,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,470

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,580

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

950

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,624

受取利息及び受取配当金 △1,175

支払利息 4,375

営業投資有価証券評価損 33,772

売上債権の増減額（△は増加） △50,290

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 5,200

たな卸資産の増減額（△は増加） 122,526

仕入債務の増減額（△は減少） △130,130

未成工事受入金の増減額（△は減少） 60,830

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,252

破産更生債権等の増減額（△は増加） 300

その他 △94,742

小計 △143,621

利息及び配当金の受取額 1,175

利息の支払額 △3,436

法人税等の支払額 △2,857

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,738

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △6,500

貸付金の回収による収入 40,000

その他 △716

投資活動によるキャッシュ・フロー 32,783

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △1,900

長期借入金の返済による支出 △1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,905

現金及び現金同等物の期首残高 682,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 563,179
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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。 

（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 

 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 

 （注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

科目 

前年同四半期 
（平成20年7月期 
第1四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 269,757 

  完成工事高 216,392 

  不動産事業等売上高 52,120 

  その他売上高 1,245 

Ⅱ 売上原価 235,314 

  完成工事原価 191,675 

  不動産事業等売上原価 43,638 

 売上総利益 34,443 

  完成工事総利益 24,716 

  不動産事業等総利益 8,481 

  その他総利益 1,245 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 86,894 

 営業損失 △52,450 

Ⅳ 営業外収益 3,676 

Ⅴ 営業外費用 5,421 

 経常損失 △54,195 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 1,719 

税引前四半期純損失 △55,914 

法人税、住民税及び事業税 475 

四半期純損失 △56,389 
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