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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 1,847 1.7 △104 － △118 － △72 －
22年３月期第１四半期 1,817 11.8 △56 － △64 － 0 －
 

 
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

23年３月期第１四半期 △9.57 －
22年３月期第１四半期 0.00 －
 
(2) 連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 15,210 7,794 51.2 1,026.75
22年３月期 14,802 7,969 53.8 1,047.64
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 7,794百万円 22年３月期 7,969百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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 

22年３月期 － 0.00 － 10.50 10.50 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  0.00 ― 10.50 10.50 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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) 

5,050 10.0 △30 － △30 － △15 － △1.97

通     期 13,200 8.5 600 57.8 550 66.1 300 22.4 39.35
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 8,030,248株 22年３月期 8,030,248株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 439,006株 22年３月期 422,909株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 7,599,291株 22年３月期１Ｑ 7,628,065株

 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決
算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま
せん。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可
能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の経済対策や、中国を始めとするアジア諸国の

好調な経済環境に支えられ、輸出関連企業など一部の業種において回復の兆しが見られたものの、欧州に

おける財政・金融不安や円高基調が企業の警戒感を高め、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

した。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅分譲市場では、住宅版エコポイント、住宅ロー

ン減税等の景気対策効果により、幾分回復の兆しは見られたものの、景気悪化や将来不安に伴う消費者の

不動産購入意欲の低迷は依然として続いております。事業用不動産市場（営業所・工場・倉庫等）でも企

業の設備投資は慎重であり、また投資不動産市場でも金融機関の慎重な融資姿勢は継続していることか

ら、投資家の動きは鈍く、全体的に不動産の動きは低調に推移いたしました。このような経済環境下にあ

って、当社グループの不動産事業分野では、保有在庫物件の早期売却を進めるとともに、第２四半期連結

会計期間以降での販売物件の早期商品化に取り組んでまいりました。 

また、建設土木業界におきましても、民間・公共事業ともに需要が減少していることから、ゼネコン間

の競合が激化しており、それに伴う建材競合メーカーとの受注競争が継続しております。このような状況

のもと環境事業分野では、不動産事業分野との連携強化による新規顧客獲得を図りつつ、官から民への転

換を図るべく建築製品の開発・販売を進めるとともに、土木製品についても販売価格の引き上げや受注量

の確保をすべく活動してまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は18億47百万円（前年同四半期比1.7％増）となり

ましたが、低迷する不動産価格の影響を受け販売用不動産の評価損、当第１四半期連結会計期間より新規

参入した戸建・注文住宅分野の初年度費用や、株価下落による年金資産の目減りに伴う退職給付費用の計

上などにより営業損失は１億４百万円、経常損失は１億18百万円、四半期純損失は72百万円となりまし

た。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①不動産開発事業 

不動産開発事業におきましては、主に第２四半期連結会計期間以降で販売を予定する物件の仕入れ・

商品化を進めてまいりました。前連結会計年度より持ち越した分譲マンション・投資用マンションなど

の販売用不動産に関しては、分譲マンション販売は順調に推移いたしましたが、在庫戸数自体も少な

く、投資用マンションについては購入希望者はあるものの、金融機関の慎重な融資姿勢により引渡しに

は至りませんでした。 

この結果、売上高は３億66百万円、セグメント損失は60百万円となりました。 

②賃貸・管理事業 

賃貸・管理事業におきましては、前連結会計年度末に竣工稼動した複合商業ビルの収益が寄与したも

のの、個人・法人の消費投資意欲の低迷により、賃貸マンションや駐車場の収入等は伸び悩むこととな

りました。 

この結果、売上高は２億51百万円、セグメント利益は35百万円となりました。 

③環境事業 

環境事業におきましては、製造ラインの合理化を推し進めたものの、構造的な公共事業の縮減や慎重

な設備投資姿勢が継続するなか、取扱量は減少することとなりました。 

この結果、売上高は７億29百万円、セグメント損失は５百万円となりました。 

④特販事業 

特販事業におきましては、建築工事量の減少や選別受注に伴う生コンクリートの出荷量が減少したも

のの、前連結会計年度より本格出荷を開始した住宅用PC部材など建築用製品の出荷が好調に推移いたし

ました。 

この結果、売上高は４億53百万円、セグメント損失は３百万円となりました。 

⑤その他 

飲食店売上、衣料品販売や保険代理店収入等で、売上高は46百万円、セグメント利益は11百万円とな

りました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は152億10百万円（前連結会計年度比2.8％増）となりまし

た。 

流動資産は、販売用不動産の取得などにより、94億16百万円（前連結会計年度比4.5％増）となりまし

た。固定資産は、投資有価証券が時価評価により減少したものの事業用建物の取得などにより、57億93百

万円（前連結会計年度比0.0％増）となりました。 

流動負債は、未払法人税等は減少したものの短期借入金や１年以内返済予定の長期借入金が増加したた

め、40億99百万円（前連結会計年度比31.5％増）となりました。固定負債は、長期借入金の返済により、3

3億15百万円（前連結会計年度比10.7％減）となりました。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は77億94百万円（前連結会計年度比2.2％減）となりまし

た。純資産の減少の主な要因は、配当金の支払などによるものであります。 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は51.2％（前連結会計年度比2.6ポイント減）となり

ました。 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,026円75銭（前連結会計年度比20円89銭の

減少）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、５億76百万円（前年同四半期比21.4％

減）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上債権の減少（１億13百万円）、仕入債務の増加（97百万円）、未払金の増加（77百万円）、減価

償却費（66百万円）などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得等によるたな卸資産の増加（８億2

2百万円）、税金等調整前四半期純損失（１億16百万円）、法人税等の支払（56百万円）などにより支出

した結果、営業活動により支出した資金は６億94百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産等の取得（72百万円）、貸付金の実行（10百万円）などにより支出した結果、投資活動によ

り支出した資金は81百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増（６億22百万円）による資金調達に対し、長期借入金の純減（93百万円）、配当金

の支払（74百万円）等により、財務活動により得られた資金は４億49百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、不動産事業分野では、第２四半期連結会計期間以降での竣工を予定して

いる販売物件の工事は順調に推移しており、一部に予約も入るなど販売活動も好調に経過しております。 

環境事業分野では、構造的な公共事業の縮減に伴う土木工事の減少により、厳しい状況が継続するもの

と考えております。但し、今後も建築用製品の出荷は順調に推移するものと思われます。 

したがいまして、平成23年３月期の業績予想について、現時点では、平成22年５月11日公表の業績予想

に変更はございません。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

なお、前連結会計年度末において当社の連結子会社であったジャパンプログレス株式会社は、当第１四

半期連結会計期間において、株式会社ＹＣＦを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲

から除外しております。 

また、当第１四半期連結会計期間において株式会社ジャンティを設立しておりますが、重要性が低いた

め連結の範囲に含めておりません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。 

これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ０百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は１百万円増

加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は13百万円であります。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 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22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 876,254 1,202,148

受取手形及び売掛金 1,033,706 1,147,281

商品及び製品 802,632 800,190

仕掛品 7,115 7,115

原材料及び貯蔵品 39,529 42,435

販売用不動産 6,141,818 5,364,471

未成工事支出金 132,200 117,544

その他 391,667 335,717

貸倒引当金 △8,236 △7,791

流動資産合計 9,416,689 9,009,112

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,448,975 2,419,857

土地 2,276,281 2,276,281

その他（純額） 261,242 293,997

有形固定資産合計 4,986,498 4,990,136

無形固定資産 53,121 54,566

投資その他の資産

その他 788,608 786,885

貸倒引当金 △34,886 △38,656

投資その他の資産合計 753,721 748,228

固定資産合計 5,793,342 5,792,931

資産合計 15,210,031 14,802,044

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 374,430 276,813

短期借入金 2,623,950 2,001,000

1年内返済予定の長期借入金 728,320 413,219

未払法人税等 12,581 64,073

賞与引当金 17,850 43,990

その他 342,836 318,732

流動負債合計 4,099,968 3,117,830

固定負債

長期借入金 2,340,418 2,748,786

退職給付引当金 331,544 309,356

資産除去債務 13,877 －

その他 629,894 656,308

固定負債合計 3,315,734 3,714,450

負債合計 7,415,703 6,832,280
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(単位：千円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成22年６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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,652,065 1,652,065

資本剰余金 1,854,455 1,854,455

利益剰余金 4,473,156 4,625,723

自己株式 △144,134 △140,190

株主資本合計 7,835,542 7,992,052

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,979 458

繰延ヘッジ損益 △24,233 △22,747

評価・換算差額等合計 △41,213 △22,289

純資産合計 7,794,328 7,969,763

負債純資産合計 15,210,031 14,802,044
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(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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 1,817,704 1,847,725

売上原価 1,485,483 1,581,801

売上総利益 332,220 265,923

販売費及び一般管理費 388,964 370,275

営業損失（△） △56,743 △104,351

営業外収益

受取利息 377 320

受取配当金 904 1,960

仕入割引 3,973 4,474

受取賃貸料 4,246 2,768

受取手数料 － 3,390

その他 9,101 1,405

営業外収益合計 18,604 14,319

営業外費用

支払利息 23,160 22,005

持分法による投資損失 1,717 3,716

その他 1,766 2,719

営業外費用合計 26,644 28,441

経常損失（△） △64,782 △118,473

特別利益

固定資産売却益 － 954

貸倒引当金戻入額 2,707 3,734

特別利益合計 2,707 4,689

特別損失

固定資産除却損 360 50

投資有価証券評価損 － 1,110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,630

特別損失合計 360 2,791

税金等調整前四半期純損失（△） △62,435 △116,575

法人税、住民税及び事業税 6,433 10,534

法人税等調整額 △68,896 △54,420

法人税等合計 △62,462 △43,885

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △72,689

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26 △72,689
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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（△） △62,435 △116,575

減価償却費 64,503 66,486

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,076 △3,324

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,103 △26,140

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,665 22,188

受取利息及び受取配当金 △1,282 △2,281

支払利息 23,160 22,005

持分法による投資損益（△は益） 1,717 3,716

固定資産売却損益（△は益） － △954

固定資産除却損 360 50

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,630

売上債権の増減額（△は増加） 154,112 113,609

たな卸資産の増減額（△は増加） △612,456 △822,709

立替金の増減額（△は増加） 34 －

仕入債務の増減額（△は減少） △225,184 97,616

未払金の増減額（△は減少） 68,197 77,375

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,867 △52,157

前受金の増減額（△は減少） 14,719 8,420

預り金の増減額（△は減少） 3,389 4,654

その他 4,535 △11,455

小計 △600,606 △616,732

利息及び配当金の受取額 1,136 2,213

利息の支払額 △25,842 △23,565

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △302,938 △56,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △928,250 △694,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △78,670 △72,409

固定資産の売却による収入 － 1,095

貸付けによる支出 △12,440 △10,000

貸付金の回収による収入 1,787 1,210

子会社株式の取得による支出 － △9,800

その他 △2,575 8,843

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,897 △81,060

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） 1,265,000 622,950

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △489,442 △93,267

自己株式の取得による支出 △796 △3,943

配当金の支払額 △77,180 △74,342

リース債務の返済による支出 △1,703 △1,703

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,295,877 449,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,728 △325,893

現金及び現金同等物の期首残高 457,133 902,148

現金及び現金同等物の四半期末残高 732,861 576,254
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業
（コンクリ
ート） 

(千円) 

その他の事
業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する
売上高 

616,970 1,176,657 24,076 1,817,704 － 1,817,704 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

9,316 － 12,667 21,983 (21,983) － 

計 626,286 1,176,657 36,743 1,839,688 (21,983) 1,817,704 

営業利益又は営業損失
(△) 

55,602 3,243 2,277 61,122 (117,866) △56,743 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品等 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事 

その他の事業 広告事業、人材派遣、飲食店の経営 

 

【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び事業を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについ

て包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、不動産

事業部が所管する「不動産開発事業」及び「賃貸・管理事業」、環境事業部が所管する「環境事業」及

び「特販事業」の計４つを報告セグメントとしております。 

「不動産開発事業」は、宅地分譲・分譲マンションの企画販売や商業・工業・物流施設の誘致開発など

を行っております。「賃貸・管理事業」は、マンション・商業施設・工業施設や駐車場物件の賃貸用及

び分譲マンションの管理などを行っております。「環境事業」は、公共事業を中心とする土木用コンク

リート製品の製造・販売を行っております。「特販事業」は、建築用カーテンウォールや住宅用ＰＣ部

材の製造・販売を行っております。 
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

不動産開発
事業 

賃貸・管理
事業 

環境事業 特販事業 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 366,848 251,325 729,138 453,694 1,801,007 46,718 1,847,725

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

3,085 9,902 － － 12,987 10,331 23,319

計 369,934 261,227 729,138 453,694 1,813,995 57,049 1,871,044

セグメント利益又は損失
（△） 

△60,277 35,877 △5,733 △3,009 △33,141 11,460 △21,681

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食事業、衣料品事業及び保険代

理店事業等を含んでおります。 

 

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 △33,141

「その他」の区分の利益 11,460

セグメント間取引消去 △543

全社費用（注） △82,126

四半期連結損益計算書の営業損失 △104,351

(注) 全社費用は主に、セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第1

7号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 
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