
平成21年9月期 第1四半期決算短信 

平成21年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社夢真ホールディングス 上場取引所 大 

コード番号 2362 URL http://www.yumeshin.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 佐藤真吾

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 矢島英一 TEL 03-5981-0672

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 1,687 ― 229 ― 226 ― 113 ―

20年9月期第1四半期 2,006 △81.5 120 175.4 116 166.1 163 144.6

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9月期第1四半期 1.63 ―

20年9月期第1四半期 2.28 ―

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9月期第1四半期 5,265 1,840 35.0 26.69
20年9月期 5,617 1,925 34.3 26.84

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,840百万円 20年9月期  1,925百万円

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9月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 1.00 ― 1.00 2.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9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  有  
 

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 3,282 △14.4 429 81.0 422 229.7 314 29.7 4.54
通期 6,250 △11.7 680 38.9 652 75.5 603 72.8 8.72

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  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。]  

(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 
 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、当社が現在入手している情報及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。  

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9月期第1四半期  74,573,440株 20年9月期  74,573,440株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  5,591,783株 20年9月期  2,844,783株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  69,623,940株 20年9月期第1四半期  71,728,657株
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当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発して以降、世界的な金融
危機に陥り、景況感が急速に悪化、雇用の落ち込み、個人消費の低迷と経済活動は一段と落ち込み、厳し
い状況が続いております。 
 建設業界におきましては、一昨年の改正建築基準法施行の影響による反動増はあるものの、企業収益の
低下に伴う設備投資の減少や、首都圏におけるマンション販売数の不振に加え信用不安が発生するなど、
回復にはほど遠い状況であり、また公共建設投資には縮小傾向に歯止めがかからないなど、引き続き厳し
い環境のなか推移しております。 
 このような状況のなかで、当社は中核事業である建築業界向けの技術者派遣へ経営資源を集中させ、確
固たる売上基盤を築くとともに、高収益企業への回帰を目指し、より一層の販売管理費の削減に努めてま
いりました。 
 この結果、第１四半期累計期間の連結業績は、売上高1,687百万円（前年同期比15.9％減）、営業利益
229百万円（前年同期比90.8％増）、経常利益226百万円（前年同期比93.2％増）、当期純利益113百万円
（前年同期比30.7％減）となりました。 
  

（注）文中の前第１四半期累計期間との増減率につきましては、前年同四半期と会計基準が異なるた 
   め参考として記載しております。 

  
  

（資産） 
当第１四半期連結会計期間における総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて353百万円減少

（6.3％減）し、5,265百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少199百万円、売掛金の減
少72百万円、繰延税金資産の減少72百万円等によるものであります。 
  
（負債） 

当第１四半期連結会計期間における負債の残高は、前連結会計年度末に比べて267百万円減少（7.3％
減）し、3,424百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加70百万円に対し、長期借入金の減
少276百万円、社債の減少52百万円等によるものであります。 
  
（純資産） 

当第１四半期連結会計期間における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて84百万円減少
（4.4％減）し、1,840百万円となりました。当期純利益として113百万円計上いたしましたが、配当金
支払い71百万円、自己株式の取得による支出133百万円等により減少となっております。 
  

  

当第１四半期連結期間における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年11
月12日付け当社「平成20年9月期 決算短信」にて公表しました平成21年9月期の連結業績予想を修正いた
しました。なお、当該予想に関する詳細は、平成21年1月21日に公表いたしました「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。 
  

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績
予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用） 
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。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,905,996 2,105,201

受取手形及び売掛金 898,591 1,106,607

有価証券 136,446 200,000

たな卸資産 1,655 2,215

その他 291,096 466,261

貸倒引当金 △20,575 △167,290

流動資産合計 3,213,210 3,712,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 781,346 745,776

減価償却累計額 △42,068 △37,312

建物及び構築物（純額） 739,278 708,464

機械装置及び運搬具 11,382 11,382

減価償却累計額 △6,758 △6,223

機械装置及び運搬具（純額） 4,623 5,158

土地 654,042 641,569

その他 26,249 28,226

減価償却累計額 △21,306 △22,946

その他（純額） 4,943 5,279

有形固定資産合計 1,402,887 1,360,472

無形固定資産   

その他 2,274 2,392

無形固定資産合計 2,274 2,392

投資その他の資産   

その他 865,235 619,234

貸倒引当金 △218,026 △77,249

投資その他の資産合計 647,208 541,985

固定資産合計 2,052,371 1,904,850

資産合計 5,265,581 5,617,846
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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12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,054 14,384

短期借入金 120,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 1,046,400 1,046,400

短期社債 102,000 99,000

未払法人税等 2,643 5,418

賞与引当金 33,216 99,487

その他 509,615 449,046

流動負債合計 1,825,928 1,763,736

固定負債   

長期借入金 1,592,600 1,869,200

退職給付引当金 4,857 5,565

その他 1,374 53,924

固定負債合計 1,598,831 1,928,690

負債合計 3,424,760 3,692,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 805,147 805,147

資本剰余金 867,545 867,545

利益剰余金 969,011 927,473

自己株式 △811,955 △678,137

株主資本合計 1,829,748 1,922,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,761 △4,216

為替換算調整勘定 8,311 7,608

評価・換算差額等合計 11,072 3,391

純資産合計 1,840,820 1,925,419

負債純資産合計 5,265,581 5,617,846

－　4　－

株式会社夢真ホールディングス（2362）平成21年9月期　第１四半期決算短信



(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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,687,926

売上原価 1,133,238

売上総利益 554,688

販売費及び一般管理費 324,878

営業利益 229,809

営業外収益  

受取利息 4,202

受取家賃 18,258

雑収入 2,947

営業外収益合計 25,408

営業外費用  

支払利息 17,506

賃貸収入原価 7,450

雑損失 3,266

営業外費用合計 28,223

経常利益 226,994

特別利益  

貸倒引当金戻入額 21,808

特別利益合計 21,808

特別損失  

投資有価証券評価損 63,957

その他 2,673

特別損失合計 66,630

税金等調整前四半期純利益 182,171

法人税、住民税及び事業税 1,035

法人税等調整額 67,869

法人税等合計 68,904

四半期純利益 113,266
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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10月1日 至 平成20年12月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、人材派遣事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従

いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  なお、前期まで表記しておりました「不動産・建設事業」・「その他」のセグメントにつきまして

は該当する連結子会社を売却等した為、消滅しております。 
  
【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 
  
【海外売上高】 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年9月30日残高 805,147 867,545 927,473 ▲ 678,137 1,922,027

当四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ─ ─ ▲ 71,728 ─ ▲ 71,728

四半期純利益 ─ ─ 113,266 ─ 113,266

自己株式の取得 ※１ ─ ─ ─ ▲ 133,818 ▲ 133,818

当第１四半期連結会計期間中の 
変動額合計

─ ─ 41,538 ▲ 133,818 ▲ 92,279

平成20年12月31日残高 805,147 867,545 969,011 ▲ 811,955 1,829,748

（注）1 平成20年7月29日、並びに平成20年11月4日の取締役会決議に基づき、平成20年12月5日までに
         2,747,000株取得いたしました。
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前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年10月 1日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 2,006,924 100.0

Ⅱ 売上原価 1,438,165 71.7

   売上総利益 568,759 28.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 448,222 22.3

   営業利益 120,537 6.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7,067

 ２ 投資有価証券売却益 527

 ３ 賃貸収入 16,483

 ４ 業務委託手数料 4,105

 ５ その他 1,860 30,042 1.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 23,677

 ２ 賃貸原価 6,365

 ３ 為替差損 2,341

 ４ その他 1,409 33,791 1.7

   経常利益 116,788 5.8

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 527

 ２ 事業譲渡益 94,282

 ３ その他 ─ 94,810 4.7

Ⅶ 特別損失

 １ その他 ─ ─ ─

  税金等調整前 

  四半期(当期)純利益又は 

  四半期(当期)純損失(△)

211,598 10.5

  法人税、住民税 

  及び事業税
3,421

  法人税等調整額 49,054 52,475 2.6

  少数株主利益又は 

  少数株主損益(△)
△4,412 △0.2

  四半期(当期)純利益又は 

  四半期(当期)純損失(△)
163,535 8.1
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