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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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3月期第1四半期 5,163 △7.7 △315 ― △337 ― △364 ―

21年3月期第1四半期 5,593 ― △367 ― △377 ― △682 ―

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3月期第1四半期 △31.63 ―

21年3月期第1四半期 △59.20 ―

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3月期第1四半期 18,298 4,765 26.0 413.31
21年3月期 19,823 5,152 26.0 446.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,765百万円 21年3月期  5,152百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

15,100 0.4 115 0.8 65 △5.0 40 ― 3.47

通期 31,200 △3.3 420 △22.7 320 △30.9 250 97.0 21.68



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  

(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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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21年５月15日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】
３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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） 22年3月期第1四半期 11,540,180株 21年3月期  11,540,180株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  11,083株 21年3月期  10,323株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,529,403株 21年3月期第1四半期 11,532,879株







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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,921,830 4,567,856

完成工事未収入金 62,608 42,635

売掛金 1,397 2,962

分譲土地建物 6,570,492 6,118,826

未成工事支出金 1,628,121 1,553,350

未成分譲支出金 519,754 852,526

貯蔵品 6,488 6,348

その他 879,038 814,061

貸倒引当金 △11,022 △11,899

流動資産合計 12,578,709 13,946,667

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 881,976 881,243

土地 3,863,603 3,863,603

その他（純額） 37,496 40,475

有形固定資産計 4,783,077 4,785,323

無形固定資産 41,715 42,676

投資その他の資産   

その他 927,701 1,081,107

貸倒引当金 △32,684 △31,856

投資その他の資産計 895,016 1,049,250

固定資産合計 5,719,809 5,877,250

資産合計 18,298,519 19,823,918

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,203,054 2,269,447

工事未払金 534,662 1,037,543

分譲事業未払金 80,197 108,245

短期借入金 5,989,660 5,669,960

未払法人税等 5,902 35,995

未成工事受入金 2,172,958 2,089,274

引当金 209,922 381,871

その他 931,477 820,135

流動負債合計 11,127,834 12,412,473

固定負債   

長期借入金 1,589,670 1,378,710
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

退職給付引当金 335,726 337,052

役員退職慰労引当金 121,275 174,800

その他 358,878 368,081

固定負債合計 2,405,549 2,258,643

負債合計 13,533,384 14,671,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,369,850 1,369,850

資本剰余金 886,598 886,598

利益剰余金 2,480,982 2,903,281

自己株式 △2,568 △2,409

株主資本合計 4,734,861 5,157,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,272 △4,518

評価・換算差額等合計 30,272 △4,518

純資産合計 4,765,134 5,152,802

負債純資産合計 18,298,519 19,823,918
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 5,593,393 5,163,262

売上原価 4,501,410 4,156,775

売上総利益 1,091,983 1,006,487

販売費及び一般管理費 1,459,220 1,322,315

営業損失（△） △367,237 △315,827

営業外収益   

受取利息 6,550 4,741

受取配当金 2,847 2,804

受取手数料 11,300 5,161

その他 8,171 8,739

営業外収益合計 28,869 21,447

営業外費用   

支払利息 34,112 38,419

その他 4,995 4,962

営業外費用合計 39,108 43,382

経常損失（△） △377,475 △337,762

特別利益   

固定資産売却益 61 4

特別利益合計 61 4

特別損失   

固定資産除却損 124 19

投資有価証券評価損 － 25,994

販売用不動産評価損 296,768 －

特別損失合計 296,892 26,013

税金等調整前四半期純損失（△） △674,306 △363,771

法人税、住民税及び事業税 4,915 4,408

法人税等調整額 3,609 △3,529

法人税等合計 8,524 878

四半期純損失（△） △682,830 △364,649
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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（△） △674,306 △363,771

減価償却費 15,950 21,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,676 △48

賞与引当金の増減額（△は減少） △149,817 △167,214

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7,027 △4,735

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,330 △1,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,727 △53,525

受取利息及び受取配当金 △9,397 △7,545

支払利息 34,112 38,419

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,994

固定資産売却損益（△は益） △61 △4

固定資産除却損 124 19

売上債権の増減額（△は増加） 87,507 △18,407

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,614 △193,805

仕入債務の増減額（△は減少） △1,368,453 △1,597,322

未成工事受入金の増減額（△は減少） 329,478 83,684

その他 △111,307 191,448

小計 △2,075,738 △2,046,291

利息及び配当金の受取額 9,503 7,618

利息の支払額 △35,337 △32,010

法人税等の支払額 △22,043 △26,008

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,123,616 △2,096,691

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 △120,754 △58,715

定期預金の払戻による収入 117,396 55,551

有形固定資産の取得による支出 △826 △19,209

有形固定資産の売却による収入 1,046 150

貸付金の回収による収入 62 147

会員権の売却による収入 3,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △75 △22,076

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） 11,000 245,000

長期借入れによる収入 615,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △187,890 △214,340

割賦債務の返済による支出 △7,132 △8,454

自己株式の取得による支出 △401 △159

配当金の支払額 △51,004 △52,468

財務活動によるキャッシュ・フロー 379,571 469,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,744,120 △1,649,189

現金及び現金同等物の期首残高 3,990,456 4,384,040

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,246,335 2,734,850
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