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1.  平成21年7月期第2四半期の業績（平成20年8月1日～平成21年1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2四半期 1,546 ― △158 ― △147 ― △221 ―
20年7月期第2四半期 869 ― △85 ― △85 ― △97 ―

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2四半期 △2.86 ―
20年7月期第2四半期 △1.26 ―

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2四半期 3,167 2,031 64.1 26.21
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2四半期  2,031百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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  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

通期 3,100 ― △320 ― △316 ― △391 ― △5.04

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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2四半期  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2四半期  38,949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2四半期  77,488,587株 20年7月期第2四半期  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基準」（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が引き続いており、また、原油価格は落ち着いたものの資材価格等の高止ま

 り等による、先行き不透明感により企業収益が悪化し、減速感を一層強めております。 

  建設業界におきましては、民間設備投資の減速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、原材料価格の高止まり等により、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ヵ年の最終年度にあたり、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２四半期累計期間

 も引き続き本業の上・下水道工事の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。さらに、ＯＬＹ機材等の一層の拡販を推進し、また、不動産開発部門に

 おきましては、前事業年度中に仕入れました販売用不動産の早期販売を推し進めてまいりました。 

  この結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、受注高18億66百万円(前年同期比32.5％増）、売上高 

 15億46百万円（前年同期比77.8％増）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

 の遅れ及び不動産市況の悪化による販売用不動産の売却利益の低下等により、1億58百万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り若干改善され、1億47百万円の経常損失と 

 なりました。当四半期累計期間の純利益につきましては、売掛債権、貸付債権の評価を一層厳格化し15百万円の貸

 倒引当金繰入額を計上、減損損失15百万円、営業投資有価証券評価損35百万円等を計上したことにより、2億21百 

 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続いておりますが、元請受注に注力

   し、受注高13億89百万円（前年同期比6.2％増）、売上高10億69百万円（前年同期比39.4％増）、完成工事総利益 

   34百万円となりました。 

   〈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4億76百万円（前年 

 同期比376.5％増）、売上高4億76百万円（前年同期比376.5％増）、不動産事業等総利益は16百万円となりまし 

 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２四半期会計期間末の資産残高は31億67百万円となり、前事業年度末に比べ3億4百万円減少いたしまし 

    た。その主な要因は、売却により販売用不動産が3億7百万円減少したことによるものであります。 

     当第２四半期会計期間末の負債残高は11億36百万円となり、前事業年度末に比べ96百万円減少いたしました。

    その主な要因は、仕入債務1億51百万円の減少、預り金1億24百万円の減少、未成工事受入金1億65百万円の増加に

    よるものであります。 

   当第2四半期会計期間末の純資産残高は20億31百万円となり、前事業年度末に比べ2億7百万円減少いたしまし 

  た。その主な要因は、四半期累計純損失2億21百万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２四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12百万円増加し6億94百万円となりました。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16百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少という増加の項目があ

    ったものの、税引前四半期純損失、仕入債務の減少等の減少要因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 

     投資活動の結果得られた資金は34百万円となりました。これは主に、貸付金の回収によるものであります。 
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    ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

     財務活動の結果使用した資金は6百万円となりました。これは長短借入金の返済による支出であります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

   第２四半期累計期間における業績の進捗や今後の市場環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20 

  年9月19日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。 

   当該予想に関する詳細につきましては、本日（平成21年3月6日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」 

   をご参照下さい。 

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 

簡便な会計処理 

    ①固定資産の減価償却費の算定方法 

      減価償却費の算定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２四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く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たな卸資産のたな卸高の算定方法 

  当第２四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、前事業年度末の実施たな

 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。 

（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 

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２四半期会計期間末 
(平成21年１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 694,353 682,084

受取手形・完成工事未収入金等 646,959 560,241

未成工事支出金 101,823 51,981

不動産事業支出金 182,233 199,835

販売用不動産 366,042 673,498

営業投資有価証券 25,021 52,946

短期貸付金 48,409 80,109

前払費用 10,193 8,397

その他 71,110 84,496

貸倒引当金 △39,960 △36,266

流動資産合計 2,106,185 2,357,326

固定資産   

有形固定資産   

建物 913,661 923,775

減価償却累計額 △574,157 △562,615

建物（純額） 339,503 361,158

構築物 105,918 107,361

減価償却累計額 △99,589 △98,660

構築物（純額） 6,328 8,701

機械及び装置 113,466 113,466

減価償却累計額 △108,221 △107,425

機械及び装置（純額） 5,245 6,041

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 △6,426 △6,390

車両運搬具（純額） 234 270

工具器具・備品 61,369 61,369

減価償却累計額 △58,240 △57,619

工具器具・備品（純額） 3,129 3,750

土地 404,227 408,577

有形固定資産計 758,669 788,500

無形固定資産 3,189 3,615

投資その他の資産   

長期貸付金 222,123 225,732

破産更生債権等 37,292 37,330

固定化営業債権 579,072 578,640

その他 136,404 165,581

貸倒引当金 △675,462 △685,251

投資その他の資産計 299,430 322,034

固定資産合計 1,061,289 1,114,150

資産合計 3,167,475 3,471,477
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年１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 114,410 265,597

短期借入金 362,150 366,650

未払金 35,852 37,011

未払費用 38,537 34,407

未払法人税等 4,433 5,378

未成工事受入金 165,726 －

賞与引当金 11,547 11,379

その他 45,154 153,981

流動負債合計 777,813 874,405

固定負債   

長期借入金 328,763 330,863

退職給付引当金 13,409 11,298

その他 16,352 16,217

固定負債合計 358,524 358,379

負債合計 1,136,338 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 △422,679 △201,180

自己株式 △56,479 △56,479

株主資本合計 2,031,591 2,253,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △454 △14,397

評価・換算差額等合計 △454 △14,397

純資産合計 2,031,136 2,238,692

負債純資産合計 3,167,475 3,471,477
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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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高  

完成工事高 1,069,811

不動産事業売上高 476,447

売上高合計 1,546,259

売上原価  

完成工事原価 1,035,565

不動産事業売上原価 459,472

売上原価合計 1,495,037

売上総利益  

完成工事総利益 34,245

不動産事業総利益 16,975

売上総利益合計 51,221

販売費及び一般管理費 209,644

営業損失（△） △158,423

営業外収益  

不動産賃貸料 21,729

その他 5,079

営業外収益合計 26,808

営業外費用  

支払利息 10,240

雑支出 5,267

営業外費用合計 15,508

経常損失（△） △147,123

特別損失  

貸倒引当金繰入額 15,742

減損損失 15,906

営業投資有価証券評価損 35,157

その他 5,947

特別損失合計 72,754

税引前四半期純損失（△） △219,878

法人税、住民税及び事業税 1,620

法人税等合計 1,620

四半期純損失（△） △221,498
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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８月１日 
 至 平成21年１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（△） △219,878

減価償却費 14,668

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,228

減損損失 15,906

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

2,110

賞与引当金の増減額（△は減少） 168

受取利息及び受取配当金 △2,631

支払利息 10,240

営業投資有価証券評価損 35,157

売上債権の増減額（△は増加） △89,086

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 6,710

たな卸資産の増減額（△は増加） 278,217

仕入債務の増減額（△は減少） △147,507

未成工事受入金の増減額（△は減少） 165,726

破産更生債権等の増減額（△は増加） 300

その他 △93,964

小計 △6,632

利息及び配当金の受取額 2,631

利息の支払額 △8,348

法人税等の支払額 △3,667

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

貸付けによる支出 △17,800

貸付金の回収による収入 48,000

その他 4,686

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,886

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 △4,500

長期借入金の返済による支出 △2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,600

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） 12,268

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 694,353
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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。  

 
前中間会計期間 

（自 平成19年8月 1日 
至 平成20年1月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 869,790 

  完成工事高 767,608 

  不動産事業等売上高 99,988 

  その他売上高 2,193 

Ⅱ 売上原価 773,298 

  完成工事原価 671,593 

  不動産事業等売上原価 101,704 

売上総利益 96,492 

 完成工事総利益  96,014 

 不動産事業等総利益 △1,715 

 その他総利益 2,193 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 182,129 

営業損失 △85,636 

Ⅳ 営業外収益 11,235 

Ⅴ 営業外費用 11,336 

経常損失 △85,737 

Ⅵ 特別利益 713 

Ⅶ 特別損失 11,515 

税引前四半期純損失 △96,540 

法人税、住民税及び事業税 950 

四半期純損失 △97,490 
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