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1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22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 ％

22年10月期第2四半期 7,919 △12.7 △971 ― △959 ― △992 ―

21年10月期第2四半期 9,070 ― △942 ― △954 ― △981 ―

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

22年10月期第2四半期 △38.89 ―

21年10月期第2四半期 △38.47 ―

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

22年10月期第2四半期 18,913 10,868 57.5 425.89
21年10月期 18,749 11,762 62.7 460.94

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  10,868百万円 21年10月期  11,762百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年10月期 ― 0.00

22年10月期 
（予想）

― 1.00 1.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22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 24,186 0.1 351 136.5 309 164.7 149 ― 5.86
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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 

平成22年10月期の連結業績予想は、平成21年12月11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。 

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） 22年10月期第2四半期 25,775,118株 21年10月期  25,775,118株

② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  255,721株 21年10月期  255,661株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第2四半期 25,519,431株 21年10月期第2四半期 25,519,599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22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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,819,632 3,992,446

完成工事未収入金等 200,816 231,178

未成工事支出金 399,780 301,257

販売用不動産 2,208,798 2,447,048

原材料及び貯蔵品 153,801 103,291

繰延税金資産 30,213 30,543

その他 713,219 257,358

貸倒引当金 △6,995 △7,314

流動資産合計 7,519,267 7,355,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,206,768 3,308,019

機械装置及び運搬具（純額） 52,011 56,102

土地 5,982,354 6,043,773

建設仮勘定 － 126,000

その他（純額） 80,099 59,457

有形固定資産計 9,321,234 9,593,353

無形固定資産   

のれん 17,300 19,962

その他 287,898 124,732

無形固定資産計 305,199 144,694

投資その他の資産   

投資有価証券 1,070,161 949,106

長期貸付金 142,235 144,739

繰延税金資産 50,321 50,739

その他 629,801 638,398

貸倒引当金 △124,967 △127,474

投資その他の資産計 1,767,553 1,655,509

固定資産合計 11,393,987 11,393,556

資産合計 18,913,254 18,749,367
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 1,561,420 2,583,872

短期借入金 2,000,000 500,000

未払法人税等 35,273 82,417

繰延税金負債 832 1,241

未成工事受入金 1,532,552 833,034

完成工事補償引当金 157,211 172,625

その他 1,149,612 1,213,458

流動負債合計 6,436,902 5,386,649

固定負債   

退職給付引当金 668,514 633,296

役員退職慰労引当金 146,819 152,944

繰延税金負債 18,416 －

その他 774,096 813,484

固定負債合計 1,607,846 1,599,724

負債合計 8,044,749 6,986,374

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 4,427,452

利益剰余金 △644,079 348,460

自己株式 △56,744 △56,740

株主資本合計 10,841,442 11,833,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,063 △70,993

評価・換算差額等合計 27,063 △70,993

純資産合計 10,868,505 11,762,993

負債純資産合計 18,913,254 18,749,367
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 9,070,632 7,919,768

売上原価 6,580,359 5,701,131

売上総利益 2,490,272 2,218,636

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 4,396 39

従業員給料手当 1,369,513 1,313,525

退職給付引当金繰入額 28,683 26,500

役員退職慰労引当金繰入額 7,033 5,652

賃借料 360,257 312,648

その他 1,662,809 1,532,135

販売費及び一般管理費合計 3,432,694 3,190,502

営業損失（△） △942,421 △971,865

営業外収益   

受取利息 7,707 3,648

受取配当金 1,680 3,815

保険転換差益 － 10,715

その他 18,801 19,679

営業外収益合計 28,190 37,858

営業外費用   

支払利息 33,748 20,792

貸倒損失 － 732

貸倒引当金繰入額 646 971

減価償却費 1,548 259

その他 4,133 2,424

営業外費用合計 40,076 25,180

経常損失（△） △954,307 △959,188

特別利益   

前期損益修正益 6,649 －

固定資産売却益 1,050 5,559

完成工事補償引当金戻入額 13,501 －

貸倒引当金戻入額 948 3,836

役員退職慰労引当金戻入額 － 3,000

保険解約返戻金 － 625

特別利益合計 22,150 13,021
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 523 8,891

固定資産売却損 － 162

投資有価証券評価損 1 －

減損損失 25,956 －

保険解約損 493 4,963

事務所閉鎖損失 4,240 －

その他 － 16

特別損失合計 31,215 14,034

税金等調整前四半期純損失（△） △963,372 △960,200

法人税、住民税及び事業税 13,571 32,001

法人税等調整額 4,756 337

法人税等合計 18,328 32,339

四半期純損失（△） △981,701 △992,540
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22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損失（△） △963,372 △960,200

減価償却費 204,042 190,171

減損損失 25,956 －

のれん償却額 2,661 2,661

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △70,629 △15,414

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,027 35,217

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,921 △6,124

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,094 △2,825

受取利息及び受取配当金 △9,388 △7,463

支払利息 33,748 20,792

為替差損益（△は益） 30 △158

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 △5,396

固定資産除却損 523 8,891

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 30,362

未成工事支出金の増減額（△は増加） 172,139 △98,523

販売用不動産の増減額（△は増加） 430,967 238,249

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,471 △50,510

仕入債務の増減額（△は減少） △1,736,596 △1,022,452

未払消費税等の増減額（△は減少） △185,881 △234,406

未成工事受入金の増減額（△は減少） △177,212 699,518

その他の資産の増減額（△は増加） △339,532 △444,010

その他の負債の増減額（△は減少） △9,313 159,759

その他 △42,854 △39,387

小計 △2,592,339 △1,501,249

利息及び配当金の受取額 10,718 7,912

利息の支払額 △33,730 △23,953

法人税等の支払額 △50,041 △68,103

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,665,393 △1,585,393
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,000

定期預金の払戻による収入 － 50,000

投資有価証券の取得による支出 △299 △5,059

有形固定資産の取得による支出 △153,348 △81,802

有形固定資産の売却による収入 1,050 71,231

無形固定資産の取得による支出 △6,620 △84,224

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 △900

貸付金の回収による収入 4,730 4,105

その他 198,635 9,074

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,752 △38,574

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 1,500,000

自己株式の取得による支出 △10 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,849,989 1,499,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 158

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,318 △123,813

現金及び現金同等物の期首残高 3,561,726 3,662,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,794,044 3,538,632
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