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1.  平成23年6月期第1四半期の業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 1,161 4.6 △34 ― △31 ― △24 ―

22年6月期第1四半期 1,110 5.3 31 ― 35 ― 60 ―

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6月期第1四半期 △3.60 ―

22年6月期第1四半期 8.84 ―

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6月期第1四半期 3,370 2,487 73.8 362.66
22年6月期 3,376 2,545 75.4 371.18

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  2,487百万円 22年6月期  2,545百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成23年6月期の業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

2,500 3.7 50 △27.7 50 △34.2 50 △49.7 7.29

通期 5,200 1.6 100 29.7 110 15.6 100 △10.5 14.58



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年6月期1Q 6,860,000株 22年6月期  6,860,000株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  959株 22年6月期  959株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 6,859,041株 22年6月期1Q 6,860,000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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中です。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページ「業績予想に関する定性的情報」を参照して
ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、個人消費や雇用情勢の改善が進まない状況の下で、為替相場は

円高基調で推移する等依然として厳しい環境が続いております。 

  一方、建設業界におきましては、公共投資・民間投資とも低い水準で推移し、厳しい環境となりました。 

  このような状況の中で当社は、現場力の強化、経費削減及びリスク管理の強化を重点的に取り組みました。そ

の結果、当第１四半期の売上高は、1,161百万円、営業損失34百万円、経常損失31百万円、四半期純損失は24百

万円となりました。  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期における総資産は、33億70百万円となり、前会計年度末に比べて、５百万円の減少となりまし

た。その主な要因は販売用不動産の減少１億6百万円によるものであります。 

  当第１四半期における負債は、８億82百万円となり、前会計年度末に比べて、52百万円の増加となりました。

その主な要因は短期借入金の増加２億50百万円によるものであります。 

  当第１四半期における純資産は、24億87百万円となり、前会計年度末に比べて、58百万円の減少となりまし

た。その主な要因は利益剰余金の減少52百万円によるものであります。    

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績が、当初の予定通りであることから、平成22年８月10日に公表しました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法 

 補償見積率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した過去の実績率等の合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。 

③税金費用の計算方法 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

  

  

（２）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。 

  これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。  

  

  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,098,363 1,020,951

受取手形・完成工事未収入金等 1,147,188 1,125,152

有価証券 21,483 21,479

販売用不動産 358,083 464,707

その他 31,198 31,392

貸倒引当金 △28,900 △36,600

流動資産合計 2,627,418 2,627,083

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他 310,925 307,588

有形固定資産計 561,618 558,281

無形固定資産   

その他 10,087 10,660

無形固定資産計 10,087 10,660

投資その他の資産   

投資有価証券 134,243 140,979

その他 236,509 238,734

貸倒引当金 △199,598 △199,598

投資その他の資産計 171,154 180,115

固定資産合計 742,859 749,057

資産合計 3,370,277 3,376,141

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 469,003 682,860

短期借入金 250,000 －

未払法人税等 3,237 10,910

未成工事受入金 77,816 31,946

完成工事補償引当金 12,300 12,300

その他 34,650 55,284

流動負債合計 847,007 793,303

固定負債   

繰延税金負債 － 457

その他 35,761 36,434

固定負債合計 35,761 36,892

負債合計 882,768 830,195
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 849,500 849,500

資本剰余金 625,900 625,900

利益剰余金 1,015,817 1,067,975

自己株式 △111 △111

株主資本合計 2,491,105 2,543,264

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,596 2,681

評価・換算差額等合計 △3,596 2,681

純資産合計 2,487,509 2,545,946

負債純資産合計 3,370,277 3,376,141
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 1,110,236 1,051,418

不動産事業等売上高 － 110,000

売上高合計 1,110,236 1,161,418

売上原価   

完成工事原価 1,021,236 1,030,605

不動産事業等売上原価 － 110,000

売上原価合計 1,021,236 1,140,605

売上総利益   

完成工事総利益 89,000 20,812

不動産事業等総利益 － －

売上総利益合計 89,000 20,812

販売費及び一般管理費 57,561 55,285

営業利益又は営業損失（△） 31,438 △34,472

営業外収益   

受取利息 244 204

受取配当金 0 17

その他 3,787 3,736

営業外収益合計 4,033 3,958

営業外費用   

支払利息 293 11

その他 107 494

営業外費用合計 401 506

経常利益又は経常損失（△） 35,070 △31,019

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,613 7,700

受取補償金 7,000 －

固定資産売却益 28,100 477

特別利益合計 37,713 8,177

特別損失   

投資有価証券評価損 10,300 －

特別損失合計 10,300 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 62,484 △22,842

法人税等 1,862 1,880

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,621 △24,722
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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