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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12月31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 ％

23年9月期第1四半期 14,937 2.1 324 ― 350 ― 174 ―

22年9月期第1四半期 14,629 △4.1 △191 ― △214 ― △177 ―

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9月期第1四半期 16.62 ―

22年9月期第1四半期 △16.57 ―

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9月期第1四半期 42,833 17,008 39.7 1,621.32
22年9月期 43,094 17,196 39.9 1,639.26

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  17,008百万円 22年9月期  17,196百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  

配当予想修正の詳細については、同日発表の「平成23年９月期配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をご覧ください。 

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9月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00

23年9月期 ―

23年9月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9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)

32,391 △3.3 1,546 1.8 1,477 △2.2 534 △10.6 50.97

通期 65,363 △2.6 2,642 △8.9 2,522 △11.5 1,154 △9.3 110.03



(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  有  
（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 

（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） 

※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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料の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、今後様々な要因によって予想値と
は異なることがあります。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]２ページ【１．その他の情報】をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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9月期1Q 10,891,000株 22年9月期  10,891,000株

② 期末自己株式数 23年9月期1Q  400,275株 22年9月期  400,275株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 10,490,725株 22年9月期1Q 10,690,823株
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

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。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計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。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（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」等の適用 

 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、四半期連結損益計算書において、営業費用が3百万円増加したことにより、営業利益及び経常利益

がそれぞれ同額減少しております。また、特別損失を125百万円計上したことにより、税金等調整前四半期純利益

が129百万円減少しております。 

 なお、四半期連結貸借対照表に与える影響は軽微であります。 

   

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,313,204 2,258,022

受取手形及び売掛金 4,507,009 4,769,930

商品 559,851 605,961

販売用車輌 1,742,762 1,681,919

販売用不動産 2,137,565 1,962,496

未成工事支出金 115,943 155,291

不動産事業支出金 6,640,878 7,259,633

仕掛品 6,997 3,975

その他 2,350,944 2,019,441

貸倒引当金 △84,360 △79,581

流動資産合計 20,290,797 20,637,090

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,018,973 4,873,239

土地 10,100,036 10,100,036

その他（純額） 1,085,015 1,141,261

有形固定資産合計 16,204,025 16,114,537

無形固定資産   

のれん 235,866 273,246

その他 231,260 219,877

無形固定資産合計 467,127 493,123

投資その他の資産 5,871,150 5,850,004

固定資産合計 22,542,303 22,457,665

資産合計 42,833,100 43,094,755
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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12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,582,301 3,115,434

短期借入金 6,000,000 7,500,000

1年内返済予定の長期借入金 4,491,800 4,094,900

未払法人税等 73,265 230,969

賞与引当金 364,570 601,918

役員賞与引当金 32,400 130,100

完成工事補償引当金 279 1,087

その他 3,410,722 3,433,133

流動負債合計 17,955,340 19,107,544

固定負債   

長期借入金 6,435,900 5,149,300

退職給付引当金 56,507 56,737

役員退職慰労引当金 553,586 1,008,007

資産除去債務 241,062 －

その他 581,919 576,172

固定負債合計 7,868,976 6,790,217

負債合計 25,824,316 25,897,761

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,228,570 2,228,570

資本剰余金 2,510,990 2,510,990

利益剰余金 13,015,920 13,313,607

自己株式 △519,612 △519,612

株主資本合計 17,235,867 17,533,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △193,845 △311,797

為替換算調整勘定 △33,238 △24,762

評価・換算差額等合計 △227,083 △336,560

純資産合計 17,008,783 17,196,994

負債純資産合計 42,833,100 43,094,755
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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10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,629,151 14,937,405

売上原価 11,392,517 11,316,552

売上総利益 3,236,633 3,620,853

販売費及び一般管理費 3,428,256 3,296,109

営業利益又は営業損失（△） △191,622 324,743

営業外収益   

受取利息 2,072 4,480

受取配当金 7,409 12,488

投資有価証券売却益 269 4,731

受取賃貸料 15,097 16,417

保険返戻金 － 18,823

その他 25,653 29,968

営業外収益合計 50,502 86,908

営業外費用   

支払利息 54,749 47,269

賃貸収入原価 6,339 9,750

その他 12,215 4,083

営業外費用合計 73,304 61,103

経常利益又は経常損失（△） △214,425 350,548

特別利益   

固定資産売却益 1,333 144

特別利益合計 1,333 144

特別損失   

固定資産売却損 710 177

固定資産除却損 5,547 1,007

投資有価証券評価損 － 70,914

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 125,142

特別損失合計 6,258 197,242

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△219,350 153,450

法人税等 △42,250 △20,945

少数株主損益調整前四半期純利益 － 174,395

四半期純利益又は四半期純損失（△） △177,099 174,395
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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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