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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4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10月期第2四半期 9,070 ― △942 ― △954 ― △981 ―

20年10月期第2四半期 11,089 △9.2 △1,667 ― △1,705 ― △1,852 ―

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10月期第2四半期 △38.47 ―

20年10月期第2四半期 △77.17 ―

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10月期第2四半期 20,531 10,742 52.3 420.96
20年10月期 21,076 11,854 56.2 464.51

（参考） 自己資本   21年10月期第2四半期  10,742百万円 20年10月期  11,854百万円

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年10月期 ― 0.00

21年10月期 
（予想）

― 1.00 1.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,067 △12.8 281 ― 232 ― 169 ― 6.66
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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  
新規      －  社 （社名               ）        除外      －  社 （社名               ） 

(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、４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、４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．平成21年10月期の連結業績予想は、平成20年12月12日付で発表した業績予想から変更しておりません。上記の予想は本資料発表日現在において入
手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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10月期第2四半期 25,775,118株 20年10月期  25,775,118株

② 期末自己株式数 21年10月期第2四半期  255,629株 20年10月期  255,413株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第2四半期 25,519,599株 20年10月期第2四半期 23,999,940株
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,144,044 3,891,726

完成工事未収入金等 213,020 300,694

未成工事支出金 466,876 639,015

販売用不動産 3,271,426 3,702,393

原材料及び貯蔵品 122,909 107,438

繰延税金資産 14,812 19,984

その他 767,093 431,307

貸倒引当金 △3,348 △3,485

流動資産合計 8,996,834 9,089,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,366,707 3,391,833

機械装置及び運搬具（純額） 63,836 77,578

土地 6,074,342 6,088,660

建設仮勘定 42,640 19,339

その他（純額） 71,648 83,190

有形固定資産計 9,619,174 9,660,603

無形固定資産   

のれん 22,623 25,285

その他 143,180 176,453

無形固定資産計 165,804 201,739

投資その他の資産   

投資有価証券 922,532 1,077,109

長期貸付金 147,987 149,317

その他 809,956 1,025,798

貸倒引当金 △131,226 △126,995

投資その他の資産計 1,749,249 2,125,229

固定資産合計 11,534,229 11,987,572

資産合計 20,531,063 21,076,648
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 1,557,963 3,294,559

短期借入金 3,800,000 950,000

未払法人税等 25,539 63,498

繰延税金負債 568 984

未成工事受入金 1,505,654 1,682,867

完成工事補償引当金 163,445 234,075

その他 1,137,374 1,330,917

流動負債合計 8,190,545 7,556,902

固定負債   

退職給付引当金 657,997 667,025

役員退職慰労引当金 141,889 135,967

繰延税金負債 25 21,687

その他 797,952 840,806

固定負債合計 1,597,865 1,665,487

負債合計 9,788,410 9,222,389

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,114,815 7,114,815

資本剰余金 4,427,452 7,508,478

利益剰余金 △644,835 △2,744,161

自己株式 △56,739 △56,729

株主資本合計 10,840,691 11,822,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △98,039 31,855

評価・換算差額等合計 △98,039 31,855

純資産合計 10,742,652 11,854,258

負債純資産合計 20,531,063 21,076,648
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 9,070,632

売上原価 6,580,359

売上総利益 2,490,272

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 1,369,513

退職給付引当金繰入額 28,683

役員退職慰労引当金繰入額 7,033

貸倒引当金繰入額 4,396

賃借料 360,257

その他 1,662,809

販売費及び一般管理費合計 3,432,694

営業損失（△） △942,421

営業外収益  

受取利息 7,707

受取配当金 1,680

その他 18,801

営業外収益合計 28,190

営業外費用  

支払利息 33,748

貸倒引当金繰入額 646

減価償却費 1,548

その他 4,133

営業外費用合計 40,076

経常損失（△） △954,307

特別利益  

前期損益修正益 6,649

固定資産売却益 1,050

完成工事補償引当金戻入額 13,501

貸倒引当金戻入額 948

特別利益合計 22,150

特別損失  

固定資産除却損 523

投資有価証券評価損 1

減損損失 25,956

保険解約損 493

事務所閉鎖損失 4,240

特別損失合計 31,215

税金等調整前四半期純損失（△） △963,372

法人税、住民税及び事業税 13,571

法人税等調整額 4,756

法人税等合計 18,328

四半期純損失（△） △981,701
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 △963,372

減価償却費 204,042

減損損失 25,956

のれん償却額 2,661

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △70,629

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,921

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,094

受取利息及び受取配当金 △9,388

支払利息 33,748

為替差損益（△は益） 30

投資有価証券評価損益（△は益） 1

固定資産売却損益（△は益） △1,050

固定資産除却損 523

投資事業組合運用損益（△は益） 231

売上債権の増減額（△は増加） 87,674

未成工事支出金の増減額（△は増加） 172,139

販売用不動産の増減額（△は増加） 430,967

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,471

仕入債務の増減額（△は減少） △1,736,596

未払消費税等の増減額（△は減少） △185,881

未成工事受入金の増減額（△は減少） △177,212

その他の資産の増減額（△は増加） △339,532

その他の負債の増減額（△は減少） △9,313

その他 △42,854

小計 △2,592,339

利息及び配当金の受取額 10,718

利息の支払額 △33,730

法人税等の支払額 △50,041

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,665,393
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △299

有形固定資産の取得による支出 △153,348

有形固定資産の売却による収入 1,050

無形固定資産の取得による支出 △6,620

無形固定資産の売却による収入 4,606

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 4,730

その他 198,635

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,752

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,850,000

自己株式の取得による支出 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,849,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,318

現金及び現金同等物の期首残高 3,561,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,794,044
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